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べきである︒︵泊翁生先訓︶

ならず︑賞に輿論を塞ぐものといふ

ものは漣またとれ唯輿論でないのみ

て之を恩へぱ︑政黛家の黛論といふ

上達することを得す︑かくの如くし

れば政黛家にさへぎられて︑中麦に

平の蝉をあげようとしても︑ともす

得ようか︒国民はこれ等の篇めに不

如きは芯どうして輿論といふととを

へぱ租税の坤徴︑議員の歳炎坤加の

黛論であって直の輿論には非す︒例

と言ふ︒けれども政瀧家の言ふ所は

政蕪家は︑や上もすれば輿論糞だ
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論印

」

○民主的といふとと
敗戦この方の新しい日本は︑固民一人々々の椎利が亜んぜられ︑
又自由が常然にも認められること︑これを一言にすれば﹁民主的﹂と
いふ︑この建前で何事もやらうといふことで︑その線に添って法律
制度すべてが定められて来た課である︒そこで誰も彼もが︑明けて
も蕪れても﹁民主的﹂といふことを︑宗教家のお題旧の様に哨へ出
したものである︒尤も今日では段々と一と頃ほどは唱へられなくな
った風もあるが︑といって﹁民主的﹂といふことが改められた課で
はないから︑それは言ひ飽きたのか︑身についたのかであらうか︒
それはそれとして︑今日種々と事件が起ると︑すぐと﹁民主的﹂
といふ物の考へから批判が起る︑例へば一家の争ひ︑勢働争議を始
めとして︑さては平和問題を起鮎とした妙義山問題︑富士の演習地
問題︑いはゅる基地問題といふ内灘︑今凹の砂川町の季ひなどでも
その手段方法の批判は︑すぐと﹁民主的一であるとかないとかで云
をされてゐる︒それほど一︲民主的﹂といふことは閣民の心得の中心
となってゐるのである︒
ところがそれらの事件の紡果を見ると︑殆んどが一︲民主的﹂にと
思って事を起して︑﹁非民主的﹄行動に縫ってゐる︑といふことは︑
園民一般に﹁民主﹂といふことか空お題目で一向に身についてゐな
いことの請明である︑全くこれでは﹁民主思想﹂は泣くばかりであ
る︒そこで︑維職後十年︑少々なさけないが今更ながら民主思想の
一︲いろは﹂を考へ︑云々して身につける訓練の必要を言はずには居
られない︒

民主の思想は︑我も人なり︑彼も人なりより出溌する︑我と同様
に彼を尊ぶ︑だからお瓦に自分の老へをば出し合ふが︑自分の考へ
ばかりにこだわっては平等な他人は迷惑となる︑そこで何回でも話
｜

筈はない︑個々バラ？トーとなるからである︒

合ふのである︑誠に廻り遠く時間がか入ることで厄介な話しである
が︑或る一人の力で押し通すのでないことだから︑こうなるのは歯
然なことである︒そして我も言ひ彼も言ひ壷して︑よく聞いた上で
多数の意見に随ふ︑一度こうと決った上は︑自分の考へによしそれ
が反封であっても︑それにこだわることなく︑決ったことに飽迄も
協力する︑これなくしては︑民主的やり方は︑てんで成績があがる

︑王思想は随迄も−１．力﹂が最後の是非善悪を決定するのを排して︑衆

ところが今日起る事件の多くを見ると︑民主的といひ︑自由平等
と思って事を起すが︑それはた堂反抗と老へるらしく︑やたらに反
抗ばかりやる︒そして自分の考へばかりを正しいとして︑他と話し
合ふよりはすぐと力に出たがる傾がある︒だから民︑王的にと考へて
事を起して︑その手段は非民主的となる課である︒他の考へは全く
容れないで壷自分の考へばかり誘琶︑力で押切るとなれば話は早い
がこれは専制で︑今日はこれを雄っての民主思想である︒そして民

居ては致し方ない・

智で赴非を定めようと云ふのであるのを︑平和々々を岬にしながら︑
究際はやたらと報ひ︑力で勝負をしようとするかにある︒これほど
馬鹿菜たことはない︒これらは民主的ルールの﹁いろは一として知
り︑これを身につけることが何より大切で︑お題目ばかりをあげて

民主ルールは先づ図含が模範を示す今へきだが︑それが乱闘する︒
民主的と自認する努細の開係する事件に力が凱用される︒民主蝿を
以て任ずる日本鰯が︑杜あ内容は非喋王的の汎濫である︒惑心に地
へない︒民主思想が稗いか悪いか︑それは多くの問題があるが︑併
し導制権力にコリノ︲︑した世の人間たち鵡次に選んだのが民主思
想であって︑とにもかくにこれをほんとうにやって見ようとして居
る課だ︑だとすればどこまでもそのやり方の本筋に入って先づやっ
て見るより外はない︒今日は徒らに空騒ぎして居る時ではなく︑民
主ルールの淀をあぐべく心掛けねばならない︒︵知己庵︶
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定︑即時之聖と賞施した津であるがもその結果一般的に皐力の

の高調を説く者が朝野に充満するようになった次第である︒

育の不徹底を嘆するのあまり︑修身科の復活︑歴史教育に一段

常面の三教科問題低下を来したという批離出てきた︒そのうちでも遣黛
修身︑歴史及び腫含科

かし多くの鮎に於て︑之と事怖を異にする日本をして之に倣

相津無アメリカの皐校で︑修身科を峡く事怖は︑前に述べた︒し

︹一︺道徳教育の必要はせたのは︑甚だ軽卒ではなかったかと思う︒唯常時軍団的

︵一︶内省と人格の統一色彩の一掃を主眼とした結果とあれば︑止むを得ないが︑既

アメリカの畢校では︑修身科という猫立した教科はない︒に民主為義が此図の閣是となった今日となってはむ教育上の

そのかわりに︑各教科に於ける道徳教育を補足するに充分な得失の如きは︑もう一度老い直す必要があるという主張は︑

るものがある︒それは毎週一同子供達は︑雨説と共に教禽に此際決して不常なろものではないと思うが如何︒
記者嘗て米国のある師範大里長を訪ねて︑しばらくの間︑

然るに日本には教含にゆくといふととがない︒又一般国民その畢長邸に滞在したことがあった︒その間大きい長男が屡

行くことである︒

の壮含的生活も︑アメリ力のように談達して居ないことを充為教含を峡席するので︑その理由を聞いて見ると︑彼は﹃聖

に勧告して職修身を猫立の一教科とせす︑修身︐歴史鯵地理為の杜曾生活には︑あまり効果はなさそうに思う︒それより

分承知して居るにも拘らず︑米固教育使節図は︑わが文部行書の誰義や︑昔の求道者の話を州いても︑今日の復靴した吾

の三教科を腰して︑之を統合した教育を吐含科で行うことをか︑折角の安息日なれば︑外へ出て出来るだけ自由の空気を

除りに軍園主義の色彩が濃厚で︑これより民主教育を以て護ないでしょうか﹄という︒すると︑父の畢長は︑之に封して

命じた︒その理由をきくと︑従来の我修身︑歴史脳地理は︑吸い︑・朗かな人生を味つた方が生活の向上に資する所以では

足しようとする時に営って︑日本畢校教育に於て之を篭綾す左の如く説いて聴かせた︒

I

﹃惟うに今日のアメリカでは︑七クタリァンを除いては︑教曾は信
ろのは甚だ不合理だというのである︒
営時我文部省は︑連合固軍司令部の命令とあって︑一も二仰の問題を離れて︑道徳教育の一部として存在する方に近い︒吾だ

−もなく︑その旨を了承︒教育基本法其他の現行教育法規を制は最早難かしい三位一腿の理論や︑机帳面な信仰を堅持することは
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一

内省する必要を認める︒吾をの日々の生活に於ては︑ある時は善でるのである︒

求められて居ない︒しかし吾冷は︑日々の行篤に就いて︑時々深く底した道徳教育が行はれつ上あることが︑此の話で了解され

うこともある︒吾冷は時に間違ってもよい︒しかし吾々健吾々の軌道的壮含生活を見つめる時︑五男がまづ直に考えつく問題

篇したる行篤に封しては︑善にせよ︑悪にせよ︑必らず責任を負うは︑吾為日本人は︑過去に於ける日本民族の偉統もその一切

にして置くことは︑人間としては許さるべきではない︒世には自堕である︒凡そ民族がその過去の一切を失へ博バラ／〜にな

べきものであることを忘れてはならない︒業態共に︑やりっぱなしの文化を否定された篇に︑民族としては無籍者になったこと

落に考えて︾自己の行篤に封し査任を持つことを知らぬ者もある︒つた仙人は残るが︑最早民族ではないからであるｏ

知ってもそれが梁に考えられる事でもないので︑投げやりにする者凡そいかなる民族も︲過去の陣統によって養はれた民族性

もある︒しかし昨日の我と今日の我と同一人である以上︑その間にといふものがあって︑それがそれＡＩその園の皐童の上に反

敵諦吐馳錨︒一群吋恥葎嘩雄飛坐恥挫唖鋤恥謝誇蜂拙耗誕睡蝿や雌映して居る︑吾だが各国の畢校を呪て廻はる間に︑感ずるの

この大切なる畔は︑一週に一同教曹に於て︑最も有効に︑理想的にとである︒試にアメリカの各畢校をあるいて感ずることは︑

格の統一が成り︑倫理生活の向上も自然可能になる︒此の内省の時は︑その国の特異性が︑児童の上に最も狸く現はれて居るこ

ことば︑人間の鎧も大切なる行事である︒これ即ち今日の教曾が︑迷ったナショナリティの子供たちが一緒になって遊んで居る

信仰の問題よりも︑より多く道徳教育の範閏に蹄するものであるとのである︒然るにロンドンの畢校では︑子供達が参観人を取

と説く︒要するに蕊アメリカの畢校には︑猫立した修身科はもう︒その他各国とも︑その園の国民性が皐童の上に現はれ
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W

猫り国民性ばかりではない︒細てその国の現在の文化は脳

せるために︑か典る無責任なる教育をなすものには︑全然反

する︒ある一部の教育家が恥自己のイデオロギィーを満足さ

となす者あらぱ︑それは大きな冊迷いである︒上代に於ては

猶我が日本の過去を以て︑徹頭徹尾封建的軍圃主義的なり

封である︒

に盛り込んで︑畢童に教へる︒それは主として︑その閏の博

そこで皐校教育では︑その中の典型的なものを一定の時間内

過去の偉統の所産で︑之を否定すれば︑現在の文化は零だ︒

統の維持護展を日的としたもので︑その中から新しい者を創

勿論も降って戦図時代に於ける土民の下刺上ｂ徳川時代に於

含得せしむるというのが心即ち新教育の塞訓とする所で︑蚊

﹁篇す事によって単ばせろ﹂﹁細て自己の維験を通うして

︹三︺牡書科の一難黙

が︑魂の入った歴史教育が出来るのではないかと老へる︒

れず︒矢張澗立の一科として︑専門の教師が之を捲任する方

のような散泌な遥方では︑歴史教育の効果が畢がるとも忠ば

師の頭脳と熟練さとに依ることではあるが︑とにかく︑現在

にひと通り之を里香せしむろ必要があると思う︒要するに教

メソッド︵問題法︶など︑縦も効果的かも知れぬ︒唯系統的

り不可なし︒プロジヱクト︒メソッド︵計護法︶プロプレム・

るに及ばす︑牡含科の一部として︑之を課することも︑岡よ

但し歴史教育は心必らずしも猫立の一科として︑之を課す

らない︒

教育が蚊も亜大なる役割をなすものであることを忘れてはな

園に於ける民主麦義の渡達には︑我が博統の研究︑即ち歴史

間にも︑民主的思想の極めて旺礎なるものがあった︒故に我

ける市井の町奴︑農民︑大奥の女中︑武土階級の婦女子等の

造させようというものが︑翠校教育の主なる任務である︒

現在のわが民主的教育に於ても︑その通り︑過去のわが陣
統を無税しては出来ない︒過去の我が徳統のうちには︑民主
的素質の極めて豊なるものがあった故にそれを折ひ上げ︑育
てあげて︑新しい生気の溌刺たる日本的民主為義なるものを
創造するのでなければならぬ︒

然るに今日の民主的教育論者の説を聞いて居ると︑賞に意
外なることが多い︒彼等は日本の過去の一切を否定し︑之を

封建的軍国主義的なろものとして︑之を歴棄すべしと主張
し︑その跡へ外閏Ｉ主としてアメリカの民主教育を移背こ
とを目的として居るようであるが︑それでは日本民族が民主
的に護達したものとは言へない︒

五男日本民族が︑民主的団民として︑今後の世界に生きて
行くことを希う所以は︑日本民族の過去の体統の上に生きて

行くことを意味する︒過去から立切られたハラノーの日本人
として耐アメリカの民主的教育を受けたアメリカ的日本人と
一匙淳吋せ蓉癖噸誠津呼垂識赴睡証両火註雄嘩峨鉾唾率窪喬森
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？

｜｜近アメリカのジョン・デュー井などが心盛に畢校の杜曾化を

取扱おうと問題ではないが︑しかし三千年来の日本文化︑大

日本歴史も﹁くにのあゆみ﹂程度のものであったら魁どう

和民族護展のあとを教えるには︑そんなことでは充分ではあ

一

論じ延牡曾の生きた事物について︑人間の生活を畢ぶ教育の

異議はないが職しかし腫含科と雌も寓能膏ではない︒例へぼ

を基調とする壮愈科に心最も重要なる役割を持たせることに

自己の経駿を通うして︑若くは賃地見聞によってなす畢習

る︑まい︒

賞践を説いた︒近頃いるノーな新教育の理論及びその責践の
方法が心盛にアメリカに現はれるようになったのは︑彼れの
教育哲畢が興って力があったものと恩はれる︒

我国の新教育は随分早くから唱えられたが︑その後の護達
にはアメリカの新教育家に負う虚が多い︑而して大正の末期
から昭和の初頭にかけて︑著しい溌達を見るに至り︑一般の

日本のような公衆道徳の極めて幼稚な虚ではなかノ︑容易で

公徳的の養成という問題で︑之を吐含科的に取扱うとすると
はない︒

小畢校も亦之に刺戟されて通漸次奮槻を改むるようになっ
た︒

感心した事があった︒桑港を出て数時間走る間に︑車中では

本文の記者嘗て︑初めてアメリカ大陸横断汽車に乗って︑

と作業教育の精祁とを探り入れて︑随分思い切った教科目の

屑紙一つ落す者がない︒これが日本であったら︑蜜柑の皮や

殊に文部省の教育審議曾が心昭和の望制改革に於て遮合科
統合︵間もなく展止さればしたが︶を行ったが如きも脳正に

ら︑緋営の空箱で︑ゴミ取りに二︑三杯は出る虚だが通然る

た︒それから洗面所に行くと︑他の乗客も来て魁顔を洗って

に一日たっても車内を掃く必要のないのには︑ひどく感心し

その影響の一つとも見るべきであらう︒しかし杜含科を我国
の教科目中に入れたのは通文部行がさきに米闘教育使節図の

勧告により否雁なしに職維戦後の畢制改革を行ってからであ

が︑これが法規の上で全国一斉に行ばれたのは︑経戦後の改

き︑祇含科的教育を施しつ上あった畢校も︑少なくなかった

た皐校では︑いろ﹄＼な作業を課して︑例へぱ商業責践の如

しかし祇曾的取扱は前からあった︒是より先き少し進歩し

通りにして顔を洗って席に戻ってきたが︑此の時︑心のうち

に投げ入れて︑立って行く︒記者もそれに教えられて︑その

つかった水を丁寧に拭きとって心而してそれを傍の龍のうち

ら︑それをきちんとかぶせて置いて︑それからその廻りには

取って顔を拭くと︑それで先づ洗面器を結麗に拭きとってか

居る︒而して頭上の柵の上にタオルがのせてあって︑それを

・革で︑修身︑歴史及地理の三教科を合科して芯杜含科に於て

では一初めて完全な吐含教育を受けたという印象を受けた︒

った︒

之を綜合的に課する事になってからであった︒

一

（4）

しかし日本の吐倉は穆此庭まで震達して居ないから︑うっ

序説

ある﹀﹂とを兇悟せねばならぬ︒︵評議員・教育評論家︶

かり之を牡含科の教材にすると︑その逆効果を奏する場合の

愛国
ｌ米・ソ連︒中共の愛圃心についてｌ

原富男

わたくしどもは︑わたくしどもが現在おかれている歴史的

吐含的の位世と境遇とに即して︑わたくしどもの﹁あるべき

愛幽心﹂を考えてみなければならない︒ついては世界各図の

科書に盛りこまれて表現され培養されているそれぞれの愛国

高等畢校・中畢校ｌ小畢校において現在もちいられている教

その大鰐を読みとり︑他山の石ともしたい︑とわたくしは思

心について文字どおり主観をぬきにした解説をこころみ︑

﹁衆︒ソ述・中共ｌ﹂という本の緬群となり﹁紅脅迩徳診

い立った︒その紡果が﹁各園の教科書にあらわれた愛剛心ｌ

リーズ﹂第一冊として刊行されたのである︒

米︒ソ連・中共とならべて見れば通世界の雨陣誉を見わた

したことになり︑わたくしとしては︑もうそれでほぼ見営が

つくと思っていたのであるが︑この本の刊行後各方面からの

て同様の細著を練行中である︒さらにできたらイタリー・デ

要望があって魁現在はイギリス・フランス・西ドイツについ

ンマーク・オランダ︒スエーデンー東ドイツからインドなど

にまでわたって︑同様のことをこころみ︑最後にわが函の現

について一つの提唱をしてみたい︒それがもしできたら︑あ

状にふかくかんがえ︑わたくしども日本人のあるべき愛園心

りがたいことだと思っている︒

以上に﹁まえがき﹂のような意味をもたせて︑﹁教科書にあ

らわれている限りにおいて﹂という限定のもとに︑米・ソ連

および中共の愛国心について◇かいつまみ得たところを述べ

L、ノ

唱且の旨国の冒呂旨をも愛園心と窪する意味において愛閣
心なくしては蔽献含生活乃至国民生活は考えられない︒この
しかし︑その愛剛心の内界乃至表現の仕方あるいは溌践に

ことには今日なんぴとも異論なかろうと思う︒

は︑岡境がちがい時代が移り鍵るにしたがい︑またそれぞれ
の民族によって︑ちがうべく繭また現にちがっている︒そし
てわたくしどもの愛国心についても同様でなければならぬの
ではなかろうか︒

わたくしどもは今日とくに︑わたくしどもの愛固心が現に
どのようであるかを兄︑そしてどのようでなければならぬか
をふかく考える︒

わが民族にとって今日﹁あるべき愛闘心﹂の確立とその培
養がいかに大切であるか︑いまさら言うまでもない︒もうす
でに多く世間の口のはにのぽつている︒

〆 行 、

心

てみる︒資料の開係からアメリカがつい多くなっている︒

アメリカ
アメリカにおける愛国心は︑封内的・外国事情・および封

ああ美しいかなピルグリム

つよくて誠あふれるその努力

虚女地をたてによとに

アメリカアメリ︐力

しかし神よわるいところは直してください

ひらいてつけた自由の大道

人︒英雄︑⑤護明・護兄舎︵︽よび文明の利器といった諸傑件が

ついてみると︑①図の生いたち︑②国土．③民主主義︑④偉
立てられている︒国の生いたち︑つまり国史であるが耐そこ

その美しさを法のうちに

かためてくださいわがたましいを自制のうちに

外的の三方面から考えられているようである︒まず封内的に

では︑移民のこと＄西漸運動のとと︑開拓＠ことが︑質量と
閲﹂をそれぞれの生析のうちにつかませようとしている︒図

わが身より加園を

あの解放のたたかいに

ああ美しいかなわがすぐれた人女よ

（6）

もに亜く取扱われ︑歴史事貸をよく認識した上で一︲われらの

土︒まず美しい園土を賞賛する︒つぎの詩は︑附拓時代から

ふかく愛した人為よ

現代のアメリカ人に至るまでつねに心にしてきている理想に
美しいかなアメリカ

アメリカアメリカ

わがいのちより人類を

美しいかなその厩くはてしないま

刺ょそのもてる案をより美しくしてください

ついての美しい表現である︑というｃ

その下にはるけくひろがるとがれの穂波

すべての成功がけだかく

涙でくもることなく︑

いつまでもいつまでも

ああ美しいかな愛図者のゆめ

すべての勝利が祁聖なものになるまでに

そのすえにそびえて

むらさきにけぶる川なみ

アメリカアメリカ
わがアメリカに林のみ恵みあれ
わがよさを同胞の愛で飾るよう
かがやきわたる海原の遠いばてまで

加国のまちがうるわしく

□

ひかりかがやく時をみる

くし心としているのである︒

あてている︒要は通外国事情を知ることにより︑いっそ弓よ

つぎに外国事情であるが︑これにはずいぶん多くの分量を

くアメリカの長所美黙を認め︑さらに短所峡鮎について反宥

アメリカアメリカ
わがアメリカに脚のみ恵みあれ

をうながそうとするのである︒

わがよさを同胞の愛で飾るよう

ばならぬとする︒そしてその民主主義は単なる理屈や知識で

家にわたって考えられているが︑要するに︑自山人﹀こそ民主

その意識が商められ培養されるべきか︒川人︑・耽含および図

以上のように老えられ制約されている愛画心はいかにして

前後は燭外的であるが︑ここでは︑まずあの有名なリンカ

かがやきわたる海原の速いばてまで

はなく︑生活のうちで僻得されなければならぬ︒生漸のうち

主義の諦仙仙と諸方法とに封して忠節である︑とい弓前提の

なお悶土については︑生漸と結びついて剛土計挑がいかにな

での柵得はもつとも身近かな家庭生活からはじまって友人︒

もとに︑自由人の忠節は①尊厳にして価値ある人としての個

ーンの﹁人民の︑人民による︑人民のための政治﹂の税明を

市民︒剛民としての生折に拙充する︒偉人︒英雄︒附拓時代

人︑②人間の平等と友愛の原理︑③拘束のない討論︒批判︒

したあとで﹁わが園と諸外団﹂と題して﹁世界平和のための

のすぐれた人上の人柄と功絃をたたえるとともに︑その人柄

集囲決定という手統き︑④との手続きをおこなう場合の正

されいかになさるべきか︑祉愈生活上の地理的歴史的茶礎を

と功績の恩恵によって︑今日﹁アメリカ人と呼ばれることに

直・公正および科畢的精刺の班想︑⑤およそ杜含的に役立つ

アメリカの地位﹂を考えている︒

誇りを感ずる﹂のであるが︑これを受けつぎ護展させる義務

才能・訓練・性格・優越性を尊敬し尊亜する理想︑⑥労働す

およそ愛国心は民主主義によって合理化されたものでなけれ

を負うものとしては︑むしろ長い平和の推礎をもちつづけ︑

理解し僻得することにおいて︑考えられている︒民主主義︒

純な生活を正しくおこないゆっくりでも向上する方向に奉

そなえる義務などに封する忠節である︑とし︑民主主義にお

ける自由人とは︑一個人の佃人意識から吐舎意識・図家意識︒

る義務と椛利︑⑦公共利益の優先︑⑧吐含的教養と知性とを

とは︑また愛国心の一面でなければならぬ︑けれどもたとえ

のであり︑これらの意識を完全に身につけることが民主主義

国際意識と次第に砿大しつつ︑これらを正しく身につけるも

仕するものでなければならぬ︑とする︒護明・護兇および文

ば一人の迷子を探しだすために全図のラジオを動員するとい

明の利器︒生活がよりいっそう便利になるように力を誰す事

ったようにとの溌明・護兄および文明の利器の性格を考える

ワー

︑︲ノ

〆︲︑

における国家意識心正しい愛国心を高める方法である砥とし
ているのである︒

もその根底には共通して個人の尊巌と自由とを守りぬこうと

する愛らぬ努力をひそめている︒そのためにいろいろの理念

えた吐曾改造︑ことに農奴の解放という鮎では一致していた

統のふるい園が取るべき将来の進路において愛国の理想にも

討論しつづけてきたのであるが︑雨陣営ともロシアという偉

アのむかうべき方向について︑保守と進歩と雨陣管に分れて

ナポレオンの侵攻を防ぎとめた青年ロシアは︑新しいロシ

げねばならぬ︑これが見解であり立場である︒︸らような見

めには︑まず人が人を搾取しないような壮曾機構をつくりあ

きる﹀﹂の世の楽園をあこがれる︒シ﹂の世の楽園を賞現するた

れぞれ特異な佃でありながらたがいに協同し調和して生活で

ェト同盟を兄るととができないだろうか︒人女は例外なくそ

ろみられていると言えるであろう︒その一つの型としてソヴ

も立てられ様上な方策も考えだされて︑あらゆる努力がここ

のである︒戸︶ういうヘーゲル哲畢の系譜中にあって︑民族的

を望み兄ながら不断の努力をつづける︒日本の生活のうちに

解ｌ立場の上に︑やがてきたるべき人類の自由で平和な世界

ソ連

国結をその基盤に据えている⑳ソヴェトの愛園心は︑諸固民

愛園心があるというのである︒

具篭的な貸践をつづける︒そこににせものでないほんとうの

の民族的仰統が調和的に結合されて︑ソヴェト同珊の杢擁働

者の利害が一致することを期待するものでなければならな

民族の猫立と自由のために徹底的にたたかっているのは共

中共

い︒との園では働く人為が図の主人公である︒したがって国
がって同じく愛国心といっても︑ただ旭園を愛し守るという

康黛に指導されたプロレタリアートだけである︒愛国心とは

家による吐含の指導は勢働者の手にゆだねられてある︒した
だけではなく︑働くものが主人公となり得ている枇曾主義国
家︑革命によってみずから得てそのような騰制をもつ祁画の

うな考えかたの系譜中にあって︑中華人民共和国は勢働者が

とも深い愛情の一つである︒レーニンが言ったというこのよ

孤立した覗図の数百年数千年という期間にかためられたもっ

とが強訓さ紅ている︒こうなるについては勤努者の生活につ

完全に凋裁するソ連の園家鰐制とも資本家が専制するアメリ

自由と猫立︑それを愛し守りぬこうとする愛国心たるべきこ
いての歴史的必然が痛ましくもじゆうぶんに考えられている

ある︒勤労者が搾取者を打倒し自分たちの運命の主人となる

カの国家篭制ともちがい︑いわば第三の篭制に馬する画家で

今日世界史展開の主潮をなしているものが民主主義思想で

とき︑数世紀にわたって眠っていた大きな力が目をさまし杜

のでなければならぬ︒

あることには︑なんぴとも異存はない︒どのような民主主義

（8）

含主義建設のために創造的努働を護揮する心とのときかれら

二宮箪徳

三

の愛図心はかつてない力をそなえるとともに新しい質的性格

一通時代

孝

れた︑勤勉な青年が脳との時代環境に如何に封礎したか︒農

の一人である︒愛怖の深い︑誠賞な︑智に勝れ︑健康に恵ま

の先党の薫陶教化による若き世代であった︒尊徳はとの先発

明治の聖代の建設を捲った固民の力は︑これらの各藩の無数

明治維新は勤王の志士の指導椎の下に行われたが︑その後の

いて立派な人物や皐考が輩出して︑との危機に立ち向った︒

て空しく散っていった人糞もある︒概して幕末には各藩にお

か︒勤王の志士と呼ばれる一剛の人糞もあり︒開国論を唱え

との内外の危機に封し︑志あるものは如何に身を産した

漸やく我が閏にも伸びようとしていた︒

欧諸固は世界に商州市場を求めて物樫し︑アジア侵略の手が

及び交通の護達により次第にその勢力を増しつ上あった︒西

く︑借金と手内職で渡世する有様であった︒商人のみは都市

訴︒一撲は綾出した︒武士階級は薪修遊惰に流れて困窮甚し

他方に打綾く天災と凶作とがあり︑人口は減少し︑逃散・弧

方に重税と高利貸費本の雁迫︑都市商人勢力の溶透があり︑

徳川末期は農村の疲弊し︑農民の困態した時代である︒一

出

をおびる︒
︒中
中国
国の
の愛
愛国
国心
心は
は反
反帝
帝反
反封
封建
建︵
の民族解放人民解放の
●

罰
季に
にお
おい
いて
ても
もえ
えさ
さか
かり
り︑
︑今
今日
日よ
よう
うや
やノく新しい斌曾の建設に
闘争
常ってもなお盛んにもえつづけている︒

このようにして︑ご園は一国に接し一代は一代に接してお
り︑新鮮な生命の健康のために国家民族の護展のために︑人

類杜含の進歩のために︑新中園は愛聞主義と国際主義の旗印
をしっかりと次の世代に引きつぎ︑また永遠に陣えて行かな
ければならない︒﹂と愛国心についてかたられている︒その圃
ところは﹁愛すべき租図﹂の建設と図防である︒

土に封する誇りについてはアメリカと似ているが︑弼調する
要するに︑中剛における愛国心は祇園に封する愛とともに
人民に封する愛でなければならぬ︒そしてこのような愛閏心
は﹁つまりは人民の立場に終始して﹁人間︲一のありかたに忠

賞であるべきこと︑そしてそのために人為は例外なく自分一

個の立場をすてて人民一般ｌ人間のために奉仕し献身し犠牲
となることを日常生活のうちに力弧く賞践して行かなければ

ならぬ︒民族の背負う歴史的必然を自由に展開するための解
一北睡翻岬懐函塞鋒諦釧郡娯罪皿霊峰峰榊州廓郵密か俳話誹醒錐

などは同じ民主主義の一類型でありながらアメリカとはひど
くくいちがっているようである︒︵完︶︵特別念貝・文畢坤士︺
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小

かやま

民の子として生れた彼が︑との生死開頭にある農民の疾苦と
邦家の運命とに向って如何に封決したか︒

二︑略博
尊徳二宮金次郎は天明七年Ｑ七八七年︶相模園栢山︵榊
奈川螺︶に生れ︑安政三年︵一八五六年︶十月︑下野園日光
硬後百年Ｈに鴬る︒

今市︵栃木際︶においてその七十年の生涯を経った︒本年は

忠員と尊徳という幕末の二人の

後彼は自己の殻を破って村とか公共とかを痛切に考えるよう

になった︒またこの表彰が

偉人を結び合せる機縁となった︒この出合いが無かったら︑
ろう︒

恐らく奪徳ば無名の一百姓として平捲に世を送ったことであ

文政五年︑彼の三十六歳の時慾蒜主忠員は︑多くの瀧士を

の所領︑撰町四千石の復興を命じた︒彼は餅退し且つ迷った

差おき︑草徳を吠畝の間から抜擢して大久保家の分家宇津家

ばき︑これを復興資金として現地に赴任した︒

畢句︑遂に意を決してその半生の辛苦に成る全財産を黄りさ

父は彼の十四歳の時死し︑母は十六歳の時世を去った︒親
戚の助力によりまっ黒に育った稲川も︑酒匂川の洪水のため

淡減の一歩手前の撰町は︑貧困の度合いも雰常でなく︑結

に流出し︑全くの無一物に蹄した︒彼は一家復興の志を立て

紳方面の荒展も甚しく︑人倫の道さえも殆んど無い有様︑一

上護悩粘剛し︑またその方法を知ろうと勉畢につとめた︒十

片の説教などで動く住民ではなかった︒彼は愛箭を傾け︑根

気の限りを謀した︒村民の間に謝立が生じたり︑協力すべき

七歳の時︑洪水のために不川となった用水堀に人の棄てた所

を誠んで大に至る理法とを含得した︒との一俵が後の彼の思

年のうち七年を経過するも一向に進捗せす︑彼の﹁愛﹂も﹁誠﹂

藩の役人が蔭に廻って妨害するなどのこともあり︑約束の十

を植えて秋に一俵の稔を得︑拷然として天地の悪と︑その小
想及び事業の大成の原の獅子となった︒との一俵を称として

も何の験もなかった︒彼は進退谷まり︑身を死地に投じて深

翌年は五俵︑翌奏年は二十俵と除暇の耕作を以って産出し︑

質に入った田地を受戻し又は買受けて︑二十四歳の時は所有

田の不動尊に篭り︑二十一日間︑断食して斬った︒との間の

刻な自己反行に入らざるを得なかった︒即ち現場を逃れて成

彼自身の心の葛藤︑それを吹き切った悟りの心境︑或は村民

田一町四反五畝除となり︑一家再興の賞を畢げた︒三十二歳
河原に集めて表彰したが慰彼もその一人として賞せられた︒

の分離結合の経過︑大衆心理の動きなどは︑極めて興味深い

の時︑小田原燕主大久保忠頁は蕪内の孝子節婦奇特者を酒匂
それまで自家復興という﹁自己の身勝手のみ一途に脚﹂んで

問題である︒爾来事業は進行し︑残り三年間で大鰐諜定の牧

納倍加の成績を峯げ︑更に十年間事業を延期して将来後戻り

いたところ﹁よき俵につきほめ世く﹂と公に賞せられたこと
は通彼の眼を一段と匿い範園に開かしめるものであった︒雨
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することのないだけの基礎を築き上げた︒以後明治に至るま

八十八冊を著した︒高弟富田高麗の相馬藩の仕法は漣との雛

ろ方法を記した浩職な﹁日光仕法雛形﹂︐一名﹁富国方法害﹂稲

勿れ﹂﹁倦むとと勿れ﹂と通言して逝いた︒

た︒褒業三年にして遂に起たす︑川弟に後事を托し︑﹁念ぐ

支えている有様に聯従着ば手に汗を握って病の再護を怖れ

道を説き︑方策を授けた︒鵠力消衰してた園気力だけで身を

ろに病後であった︒川商く谷深きⅡ光の村掩を親しく巡廻し

捉川の八年後︑彼の六十七歳の時であった︒彼は高齢に加弓

形を賞行したものである︒日光の仕法の開始されたのば雛形

で三十年間︑一人Ｄ犯罪者をも出さず︑牢屋が朽ちてしまう
程の優良な町村となった︒

天保四年︒七年は︑我が悶農雌史上股も悲惨な大凶荒飢雛
が︑開東・東北一帯を襲った年である．これば丁度撰町復興
が大鰐目鼻がついた後期十年の一細めの頃であった︒野に餓挙

みつるという惨惟たる四園の怖況に引きかえ︑嘗ての通窮乏
村の撰町は︑飢えに苦しむ者を川さいのみか．大いに穀倉を

一人の餓死者をも出さなかった︒次いで急救策から恒久的な

あった︒かくて救われた難民は四脚三百九十人で︑遂に蒜内

群内の窮民を救うように命を下した︒時に天保八年の早奔で

速に北開東一回に擬つた︒小川隙蒋においても念遮蹄任して

上の畢間を狸調した︒とは云え古来の教皐を否定せず︑僻駒

力を失ったと非難した︒彼は書物の上の畢間を排し︑事賛の

って刺の通から遠ざかり︑伽教は僻佃の諦教に止って救世の

を︑耳の蕊に噸したと批判すると共に︑祁逝は洲主の道とな

尊徳の望問ば徹底した責皐である︒併時の官望たる朱子皐

三︑思想

復興附淡策へ進展すべきところ︑たまたま藩主忠亘の逝去の

な貝邪を包賊することを確認した︒彼自身の行き方は三教合

を枝むに随い脚儒沸の元来の教読には︑宇晦人生の遊深微妙

って尊徳の教導を仰ごうと願い出た︒と上に尊徳の教えば愈

附いて近隣の救群に乗り出した︒聴いた近所の村や蒲は︑競

に仕法︵復興事業︶を巾川ろもの多く︑各地で村皿位の自流

彼ぱ寓物をはぐくみ育てる太陽の徳を識美した︒醐物和睦

一︑﹁三味一粒丸﹂であると稲した︒

ため藩論が定まらす︑そのため雅命を待たすに村糞で自主的
的な仕法が彼の指導の下に行われた︒彼の撰町仕法における

その後彼は幕府の直臣に取立てられ︑活動が制限されて却

を卑近にとれば︑祝子の道︑夫婦の逝︑農耕の道である︒愛

す造化の管みに感歎した︒天地の逝は生育の道である︒これ

み相争うが如くにして而も究極において寓物共賛の賓相を示

って不遇な時代もあったが︑晩年になって日光の仕法を命ぜ

怖を本とし︑求めるよりも典え︑和合し︑自他共に柴える道

に翠つた︒藩外の各地の仕法も順調に進行した︒

維駒と︑それによる肇徳とによって︑その事業成統ば年と共

られた︒彼は先ず何虚の土地でも賃行出来る復興の装準とな
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である︒﹁奪﹂に封する﹁謡︲一の道である︒双方が共に喜び共

とこにある︒

てることは即ち徳に報いることである︒﹁報徳﹂という所以は

ころ︑止るととろ脳使命とするととろを明にすることを﹁分

をよくわきまえねばならない︒分を計って自己の安んすると

至楽の和合をなして相手の徳を育てるには︑自己の﹁分﹂

に柴える道であるから︑これは﹁至梁﹂の道である︒これに
楽しみで︑﹁片梁﹂である︒天地の大道は杢梁の道で︑片楽は

封し闘争ば一︲鼠の地獄は猫の極楽﹂という如く︑一方のみの

その間に生ずる小さな波紋に過ぎない︒闘争面を強調して人

とを﹁推譲﹂という︒﹁勤努﹂﹁分度﹂﹁推譲﹂を以って﹁報徳﹂

度﹂という︒分に雁じて他の篇めに蓋し︑他の篇めに譲るこ
の行が資現される︒

を相争わしめる論理は︑その片楽の面を捉えた亘理の一面に
繭物は和合によって生育するが︑その経過は直線的ではな

過ぎない︒

小を獄んで大を篇すのは天地の法則である︒一畢に大を篤

四︑興国の道

そうとするのは抽象論である︒現賞は一歩より始めて千里に

く︑必ず陰陽浮沈の輪廻の様相をとる︒而も因果はあやまた
す︑その法則は三世に亙って厳然と自己を貫徹する︒輪廻浮

至り︑一鍬耕して寓頃の田畑となる︒尊徳は小の徳と通その

集積の溌する大きな力とを高く評慨した︒富閣の道は職積小

は天の道﹂﹁天地生育の道︲一などという場合の﹁天の道﹂と

致大の法則に乗り込んで︑各自の分に雁じて天地生育の道を

沈の波のまにまに漂うのは﹁天道﹂︵彼の猫特の表現で︑﹁誠

一途の道が﹁人道ｉ一である︒﹁人道﹂は﹁︲天道︲−に従いつ奥も

営時の農村の復興に常り︑彼は一方領主に﹁分度﹂を立て

その家に︑村に︑職場に賞現することである︒

は異る︶である︒人間の文化をあるが上にもあらしめる生成
なおこれに逆うものである︒天界と人界とを分つものは︑賞

させて貢租軽減を働行させると共に脳他方農民に封し無利息

は人間の一︲勤﹂の一宇である︒

金を貸興して高利負債の肩替りをさせた︒との農村から富を

の方法をとった︒仲間同志での自治・自救・自助の方法を探

﹁寓物に徳あり﹂というのが彼の根本の悟りである︒徳は

らせた︒なまじの補助金や外部からの援助は︑依頼心や怠惰

不営に吸い上げる力を遮断した後は鵡彼は徹底した自力更生

恩である︒寓物がその徳を護揮し合って煉凱の美をなしてい

心や争奪心を起させて一人為だの奮溌心を弱め和合の心を飢

のものに役立つ力である︒その恵みに浴するものから云えば
るのが宇宙の賞相である︒人間としての正しいあり方は︑人

す︒﹁荒地を開くに荒地の力を以てし︑衰貧を救うに表貧の

美鮎長所であり︑積み稜ま紅た善行により備わるもので芯他

ることである︒これを天地の化育を賛成するという︒徳を青

間の分において寓物の徳をいよいよ育成してその所を得しめ
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力を以てす﹂というのが彼の主張である︒

彼は零細なもの具力をよく動員した︒力を以って従わせた
り︑命令を以って動かしたりする機械的な統制は︑よく零細
なものを動員する所以ではない︒個人だ為を内心から起ち上
らせねばならない︒彼はこれを﹁心田﹂の開溌という︒．家
仁なれば一園仁に興る﹂というように︑一人の心田の開護は
寓人の心田の開溌となり︑賞際の荒地の開墾となる︒彼は厚

く教化を敷き︑食なきものには食を典え︑家なきものには家
を典え︑而も﹁悪んで変えざ﹂るよう＄これに報わしめた︒
彼は心田の附渡と経済の事業とを密接不可雛の開係に低き︑

経漕の蓮掛が自ら道徳の資践修練になるように工夫した︒元
することこそ道徳と経湾の正しいあり方であり︑富国の道の

来道徳と経済とは不可分のものであって︑これを一如に蓮誉

との﹁教養不二﹂の具鵠的な方法としてば﹁助貸法﹂︵無利

要諦である︒

︵投票による善行者の表彰︶︑﹁芋とじ法﹂︵村内各般のことを

息金融︶︑﹁日掛細索法﹂︵零細な資金の供出︶︑﹁畢直錯柾法﹂

協議する常愈︶︑鶏長同邑法︵指導的立場にあるものＬ心得︶
等為極為試みられた方法があるが職要は一村よく和合し︑互
に智と財と力とを出し合い︑﹁勤勢﹂し﹁分度﹂をたて︑﹁推
瀧﹂して﹁報徳﹂を行い︑自分も生き人も生き︑個人も柴え
こ全鰐も柴えるという方法︒しくみである︒
との興圃の道は別に新奇な道ではなく︑各自の朔先が荘た
たる葦原を開いて今日の美田にした開聞の道に外ならない︒

の園を以って寓世易らざるの道を行う︑天澗以来行わるＬ道

彼は﹁我が閏蕗古に存し︑我が道寓世易らす︑禽古に存する

にして︲興園安民とれをおきて他術なし﹂と云っていろ︒彼

を呼び起すと共に︑人心の自らなる統合に役立った︒

は抽象的な理論理窟が人を争わしめるだけで益の紗いことを
知り︑具鰐的な偉統や制度の﹁徳﹂を認め︑その美鮎長所の
育成を心がけた︒荒陵した村の荒展した祁牡や寺の修理に意
を川いたのもその現われである︒とればすさんだ心に善き心

五︑むすび

貧困に育った奪徳は心世の貧困を救うのに彼の生涯を傾け
た︒そしてそれは相営に成功した︒知己忠員をしてなお少し
く長命ならしめば︑また彼自身に天燕すになお歎年の毒を以
てすれば︑その成果は更に大きかったことであろう︒併し残
後令息高弟等の仕法も順調に進み︑明治以後との道に則った
町村は柴えている︒凡そ貧困の問題は永遠に解決をせまられ
た人類の課題であろう︒これが救済策も古来寓人の智慧をし
ぼったところである︒現在は機械的唯物的な一種の合理主義
に基づく闘争脈理が力を得ているように見える︒これに封し
彼の方法は︑臨物を生育させる太陽道というか︑臨物共賛の
造化の道というか︑より深くより庚い天地の大道に基づくも
のである︒その枝葉のところ︑技術的の面においては時代に

く貝理を包賊しているといわねばならない︒ｇ一○・八・二八︶

副わぬところは多為あるであろうが︑その根本のところにお
ける人間のあり方や︑経世湾民のあり方については寓古に賞

︵最高裁判所回書館次長︶
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机の塵
×

日ソ交渉︑ヒリピン賠償頻りに急ぐらし
中か永遠の図家の偲かが問題！

早きに越したことなし！さりながら在任
×

教科書の偏向呼ばわり日数組お冠り！
自己闘善狂で反省合議心の全くない性格者
に効く良薬はないものか！か坐る患者は
図中に充つるを！
×

映萱﹁暴力教室﹂悪影馨が生じて問題と
なるＩ暴力否定の結論だがといふ勿れ︑

部分々冬のスリルに敏感な少年だ！﹁映
倫一あって役をせず︑然も干渉されたくは
なしか︒これは今日の糖ての弊だ！
×

×

老人−１別名いやがられの年齢﹂と︑老人
の愚痴もあらうが若人にも考へ逮ひあり︑
お互に年はとりたくないものだが︑両人等
しく老いるを如何にせん！

﹁砂川事件﹂お互同志で血を流す！問
題はお互多数で決まった陳約の無税と︑町
民ならぬ総評の闘争代理にある！子供の
喧嘩遊びと笑っては済まされない！

×

人間十六・七にもなると反抗心が出るが
今日はた営卜︑常局に反抗餐々又反抗！
かつて﹁マ元帥﹂が十二歳の少年といった
図民のこれは成長なら幸なり夷！
×

親や先生に叱られたと言って死を通ぷ十
代の少年少なからず︑﹁死を鴻毛の軽きに比
し﹂と言ったお図柄とはいへ︑新日本国は
×

早熟化したり．

縦難に逢っては多くは返らず︑殺されて
は勿論復さずして忘れられ︑生きては犯人
ながら人権・人道が云々される！た宮災
難とあきらめよとは︑人はた貰生くべかり
けり１．
×

タ人︑を！

元来図磯訓練なく︑英雄的考への風ある
日本人は依然改まらず︑今日政黛の合同に
籾ょ！我が手柄・我が利益にこだわる雷コ
×

教育の機含均等は出来ても︑祁は人間に
賢愚の差を典へ賜へば︑皆一流たり得ず︑
されば一流大畢の入畢難に徒にセンチにな

るなかれＩ分を知れ︑努力せよ︑そして
×

不平もつなかれ！
﹁愛される共産糞﹂の標語作者が日共第

︑︑︑︑

一書記！愛は盲目といひ︑愛は排他的と
もいはるる︒それが慧人同志の愛では困る

×

証酋黛の夫婦喧嘩四年振りで︑もとのさ

︑

やに敗る！再軍備論から容共まで︑お互
に老へを度くもたうと︑今のところは御回

浦！さてそんなに庵い考へではどこへ落

×

若くのやら！

︑軸

多少色つきの畢者議員のソ連・中共籾は
﹁これぞ此の世の天図﹂！招かれた新聞記
者達のそれは︑裏口や人の腹も探って一地

獄・極楽いりまじり﹂だ！どれがウソや

×

らホントやら！

二百十日も二十日も無事なのに︑随風欲

×

しがる水鍵飢とば勝手だネー

︑︑

﹁アルゼンチンの動乱﹂︒世界の歴史を見

て︑殆んどドコかでは動乱の日ばかりとか
悲願の人間どもの平和論など祁脅はアザ笑

×

ってゐるか！

新聞の暴力を某雑誌で云々さる！その

事変をこ上では論ぜず︑た堂ペンを振ふも
のとして︑無冠の獅裁帝王となることを恐

れよ！と言ひ冠かんのみ！
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ニ ー ァ ニ ー

深作安文

わが歌道界の一遺材

︵一︶

た︒更に︑大正四年心板垣某女と婚し

と詠じ適釜津にて信濃宮宗良親王を偲

さく春を待ちたまひけむ

愛にして皇子のみことは埋木の花

び奉って

る傍ら︑歌人脳先賢の墓に詣で︑史跡

同九年︑一含牡員として各地を加雁す
を訪い遮眼を古人の遺書も遺墨にさら

と感懐をのべた︒従って︑敬祁の念も

うて困窮に陥り︑浪為の身となって︑

と物した︒これらの作品の上に窺はれ

大正十二年九月遥開束大震火災に含

して︑その瀧蓄に培った︒

東西の名君︑古今の賢主の美綾の一で

伊勢︑南紀︑京阪等を行脚し︑また︑

およそ︑野に遺賢なしということば
あるが︑最近︑筆者は︑負気なくも︑

第二の妻とも別れた︒昭和四年頭より

裳潅川の清き汀に

・太祝詞のたまく吾はひざをりぬ御

わが歌道界に於ける一遺材を褒見する

て自ずと襟を正さしめる︒知人の北海

る︑氏の誰厳︑重厚の手法は通人をし

また深く︑皇大祁宮に詣でては

機含を得た︒それは︑食人窟小林泉と

じ︑知人の家に寓しては食客となり︑

平ら信濃にあって︑誰演脳揮奄等に雁

に見える︒

いふ仁である︒その筆名は外槻︑怪奇

蝦夷へゆかば蝦夷のやからに大祁

道に行くを送りては
いが︑澗鈷川の洞揃に龍って︑原始生

のたふとき道を税きてきまされ

農事を助けた︒その間︑奇行が少くな

氏は明治十五年︑長野螺小牒郡西内

る︒それより︑漸く他艇すぐれず︑上

活を遂げたことを以てその頂鮎とす

の大平洋戦争の局を紬ぶや

と要請した︒その恭眼︑凡でない︒か

たまノー類題秋草集を手にしたのを契

田市永井大二宅に滞在し耐薬餌に親む

は破れけろはや

総はむ術もなきまで細矛千足の園

村に生れ︑小畢校卒業後︑農耕に従い

て︑立教畢院に入り︑つ営いて明治歌

機に歌逝に志し︑二十歳の畔︑上京し

三日も卒去した︒享年六十有五・

とと数ヶ月︑絡に昭和廿一年十一月十

等の︲古人の塁を摩する佳作がある︒

させよとぞ恩ふ園のつ度れを

隠れたる人しもあらぱとく出でて

輔一輪一方の雄︑椎園海上胤平翁の門に

入り︑経にその養女と結婚した︒それ

氏はもと︑箪皇の心が厚い︒﹁壬午十

御民らは鋤鍬すて奥田に畝にいば

いづれも気格雅正︑織想深密で︑読者

二月十二日︑伊勢行幸﹂の題下で

年︑渡米し︑留ること六年にして蹄朝

ひをろかむ大み車を

より翁に従って諸方に旅し︑明治拙六
し︑同四十四年︑故あって奮姓に復し
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の共感を誘ひ︑かの繊細な文化の生ん

とある︒ついては︑庵はいはゆる棟割

ていかなるものであろうか︒知らす

そのいばゆる﹁入るもの﹂とは︑果し

︐１１︑讃者を獣考の中に追込む力は素

長屋の一部である︒また
此朝明妹が典へし銭一つ挟に入れ

だ一部都含歌人の感尭とは全くその選
を異にして︑確かりした租園感がその

晴らしい︒

る︒

隅覧は通知る人ぞ知る︒祁井藩の人

わればよく似たりけり

貧しさと歌よむとと上橘の暇覧に

人物を紹介する︒そ虹は橘隅臨であ

氏はわれノｉ︑に︑日本歌道史上の一

て家を出にけり

とある︒詩人的率直さが鮮かで︑奄末

作品Ｑハックポーンとなっている︒そ
れ故︑この角度から見た氏は︲風雲に

も意志の敗北の跡がない︒

夜を寒み一重の会ひきかつぎそぴ

美餅 を 磨 き ︑ 月 露 に 麗 句 を 錬 る 底 の 歌
客ではなくて︑飽くまで酒護国の概念

ら合せて妹とわがぬる

純直性の護露に︑赤貧が美事に蕊術化

明か に ︑ 偉 統 の 自 受 高 く ︑ 君 を 尊 び 奉
り︑因を憂ふる至情を有する尊皇歌人

で．夙に古道の振はぬととを峨り職慨

せられている︒

れが挽回に努め︑歌も直ぐ正しく雅ぴ

蚊を打てど手には障らす耳もとに

であり︑愛図歌人である︒その作品の

なるをその正調となした︒家もと貧し

底流にば︑寓葉精榊がとんノ︑と流れ

無造作の裡に︑篤賞主義の原則が生き

然として古文の研桁に志し︑極力︲こ
ノーと働いて︑鰹爾として珠玉のひ嘆

其細謹のまたも近づく

葉調が一ぱいにみなぎるを見るのであ

も意に介せず︑髪常に乱れ︑挿常に伸

く︑食に窮するしばノＩなるも︑少し

る響が聞え︑その調べには︑崇古な寓
る︒因に埴氏は大正四年．東大文畢部

きがある︒細やかな怖緒と並毒ならぬ

び︑垢ついた弊衣をまとうて︑軽羅︑

手腕とが織合はされてＥ手堅い生活描

錦繍に伍し︑その毅然たる操守は︑金

教師︑猫逸人カール・フロレンッ博士

篇の光が輝く︒進んで︑赤貧の美化が

に通同じく貧窮歌人木下幸文を敬愛し

繊よりもなぼ堅かつた︒氏は鵬覧以外

て措まなかった︒蓋し︑三者は何れも

隔てなく照らす日月の影ならで入
とある︒潅記の﹁日月私照無し﹂とい

物外に超脱して︑立命の場を有し魁悟

るものもなき我住居かな

益上佳境に入っては

の篤に慾寓葉談を試みたことがある︒
︵一一︶

氏は昭和三年︑東京郊外大井村の三
盤庵といふに入って職その妻女と共に
一貧窮善岬確︾非︾︾睦拙錘畔諭榊牛呼

ふ名句が芯自歩と憶出される︒さて︑
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敗穫を氏に窟らしたのは︑掩ふまじき

する霊気に脳れさせて︑多くの秀作の

とに感無量である︒

天地躍一動の妙理をしかと捉へて龍まこ

月も牛すぎにけるかも

秋草の穂に出づべきは皆いでて八

徹の開頭に直立して︑ひたむきに︑美

信濃路は春の夜ながらさりながら

事資でなければならぬ︒

榊への奉仕に誠心をさ其げられたので
︐︵一二︶

ある︒

とれまた膨秋の高原の風物に﹁蕗物流

稗﹂の天則を感得したのである︒自然

川夜さやけし山の端の雪

現象の認識が飽くまで正確であるから

氏の性格の主なる特徴は放浪性であ
地がする︒

膝嶋武二誰伯の水彩謎を見るような心

これに基づく自然槻の筆鯛は精細であ

る︒昭和五年︑信濃に行かうとして︑

り︑椛想の法度が厳密である︒彫琢い

三操庵を出る時

はる嶺ふみてわが立つ

みす賀かる科野の固のた営中に横

の浮動の跡も見出されない︒

かにも自在であって︑寓象の感雁に些

手足伸さむ時のしらなく

上天下唯我澗尊﹂の概あらしめる︒

気宇沖大な超人的得意さが魁宛かも﹁天

菅た賀み三重しく宿にかへり来て
と詠んだ℃漂泊人たる自己の自誰像で

の世正面からながめさせる︒この時の

人をして一個の天然詩人の風骨を︑そ

結句に千釣の重みがある︒英姿狐爽︑

の漂泊歌人が野路をたどり行く姿は︑

醗を路傍に聞きつ上︑とぽノーと一人

がめながら︑秋の夜寒に︑雨の如き虫

天の一方に︑利鎌のような三日月をな

上月をそがひに野路ゆく我は

た賞ひとりさびしき影をさきだて

ある︒家を出でて︑妻女を恩ふやすシ﹂

天とのみ日頃年頃あふぎみし獄の

氏の放浪意欲は夫婦愛以上に弧くして

恐らく︑懐愉そのものであろう︒﹁孤

たかれに木履はきて立つ

氏を家人から引離し︑江湖の人たらし

の虚女峰︑カンチェンジュンガを征服

氏とそは︑かの地球上に礎された最高

猫よ・汝はわが故郷である︒孤猫ょ︒﹂

家にありて襖ひとへの隔にもとび

ぶる哀切なるものがある︒

めるのである︒氏は心﹁余近来好みて

放浪は氏にとって︑たしかに︑一の行

ける妹を置きて来にけり

名川大津に術律すれども噸た営蕊気に

ろす底の誇りを感じたであろう︒

↑︵四︶

であったに相達ない︒

した英国のヴェテラン達も眼下に見お
向つ尾の繁木が中の白樺の目に立

に耽るの意なし︒﹂︵歌集序︶といって

いるが︑氏の性癖が︑氏をぱ親しく大

つ冬になりにけるかも︲

鯛ろ上を以て足れりとなし︑弧て歌作

自然の作った文章に接し︑寓象の護散
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の薮があって︑杜鵬︑雄子︑かっとう

からの段階であろう︒洞中には卯つ木

は︑氏のあり方の進入るべき︑おのず

の洞窟に入って脳原始生活を遂げたの

つま上れめ山の木精に

香やみにうるしの如し今脊とそ鼻

にのみ昔たて上ふる

夏の雨窟の口のくさむらに葛の葉

の中よりひるがへり出づ

る長歌がある︒その後半は

園高名の詩人＄ホイットマンを讃美す

ヶ年の歳月を同図で逢迎した︒氏に同

するであろう︒

の敬度︑何れも讃者の心奥にまで浸透

氏が昭和五年六月舟日より︑猫鈷山

等が飛来り︑また︑蛎蛎．蜘珠︑蟻地

して住むものもなし

此洞はさるも来るも答めねば主顔

のというべく︑その奇癖の徹底味は︑

氏の奇行はと上でその頂鮎に達したも

ける深刻な葛藤なり︑静寂な安心なり

作品以外に︑むしろ︑氏の主観界に於

境の中にあっては︑これらの欽事詩的

などがある︒筆者はと比で︑か上る環

し︒隠さはい抵赤き心は砥天地に

ぬ︑高き調は︑烏船の︑空ゆく如

詠いでし︑歌をし見れば︑執はえ

を罵らす︒世の鴬に通人の鴬にと

悪ざまに人を誹らず︒慨たげに世

氏は明治舟六年魁渡米して前後︑六

獄︑毛虫などが住んでいた︒恐らく職

いづれも三舎を避けるであろう︒氏の

至り徹りぬ︒大洋の︑西に束に︑

西行も︑芭蕉も︑はたまた︑一茶も§

歌人は慾さはにあれども︑聖とも

稲へむ大人は︑まとと此大人︒

に開する拝情詩的作品の見られること
氏は十月十五日︑人界指して下山し

をより多く︑期待したいのである︒

て︑百日以上に及ぶ洞窟生活に維止符

食人窟と呼ぶ︑一見⑮怪奇な筆名の意
の﹁食人﹂とは﹁食客﹂の義である︒

ューマニズムと︑これに同調する食人

とある︒わ虹ノーは︑と上にホ氏のヒ

味も︑と上に至ってはっきりする︒そ
氏は諸方に放浪して︑時として知人の

を打った︒それより︑夜中︑荒船山を

と歌ふのを見て判る︒前者の断片詩の

馬とをおもへ世の中

働きて食ふより外の報いなき牛と

牛馬をもまたこれを愛することは

がする︒後者は同類を愛すろは諭なく

窟氏のそれとの交響楽のきこえる感じ

越えて︑上毛甘楽に出た︒その時
谷深く我おりゆけば荒船に長月八

家に留まり︑多くは食客となって︑農
居となったのである︒即ち食人窟であ

日の月かくろひぬ

事を助けた︒今は洞窟がその食客の住
る︒氏はこれをジキジンクッと震音し

月請ばかくりし高嶺また出てわが
等の作がある︒第一首の静冷︑第二首

ゆく夜道てらさせたまふ

たということである︒

岩室に室見てあればつばくろめ雲

氏の営時の作には
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一に左の作がある︒

私はいま︑最上の人間を作り上げ
る秘法を知った︒

それは通戸外で生長することであ
る︒そして︑大地と共に食ひ且つ
眠ることである︒

とれまた︑碓に後者の蒸地に共感する
って︑ホ氏の偉傑陶冷法と︑食人浦氏

ところであるに和述ない︒さればとい

謀縄長脳軍令部総長＄外相︑それに枢

する最高責任者︑即ち陸相︑海相︑参

が開かれていた︒此の含議は戦争に開

空地下室では︑終戦に閲する御前含議

の説に賛成せられる旨と︑其の理由と

郷外和の意見たる︑直ちに無僚件受諾

つくしたか否かを碓められてから︑東

陛下は一同を見渡されて︑意見の出

かくて御前含議の経ったのは午前二

を御述べになったと云はれる︒

ム宣言受諾の川意ある旨が打電され︑

畔︑直ちに連合各国に封して︑ポツダ

ていた︒議論の分かれ目は︑ポツダム

密院議長を加え︑議長には首相が鴬っ
宣言を無催件に受諾するや否やにあり

十三日︑そしてもう一度御前含誰があ

それに謝する連合国の口癖の来たのが

妓後の一戦を主張する説と︑それでは
時機を失するとする論と封立し︑然か

のである︒

って︑十五日に経戦の御放送となった

も三封三の同数となった︒軍人達が前
説を執ったにも拘らず米内海相のみは

為苦心の手を打ち︑中でもソ連を介し

以上維戦餅時の一経過を記したが︑

敢然として後説を主張したと云はれて

て作戦の巾入をしたのであるが︑その
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の澗鈷川洞耐生漸との間に︑はっきり
因果開係が存するとなすのは︑恩ふに
速断の誇りを免れないであろう︒
︵三○︑八︑四︶︵特別含貝・丈畢坤士︶

み︑﹁識を識すとと数時間︑なほ斯の

回答は来らすして︑突如として宣戦が

私は此脆に鈴木さんの面目を見るので

如き有様で議決せす︑然も事態は瞬刻

布告されたのであった︒其の経緯は詳

いる︒鈴木首相は如何に御裁可を仰ぐ

す︒かくなる上は誠に畏多い極みであ

も遷延し得ない壮態となっておりま

記する除裕がないし︑鈴木さんを見る

ある︒云う迄もなく︑それまでには称

十年前の八月九日午前四時︑短波放

上に於ては︑此の曾誰に於て︑純興な

ところあってか︑座を立って御前に進

送は今迄中立を守っていたソ連が殖満

りますが︑聖腹を以て本含議の決定と

気持で︑卒直に聖旨を仰いだ一事を記

べきかを苦慮していたが︑心に期する

身創痩の我国に封して宣戦を布告した

を仰いたのであった︒

致したいと存じます﹂と文字通り聖断

に
I

鈴木さんの想出

ことを告げた︒そして其の日の夜も更

明

けた午後一時州分から︑宮城の奥︑防

､
誰
一 J

下に戦況を御説明する除暇には脳我麦

柵かされ︑日露戦争では駆逐隊司令と

長として︑威海術の防材破壊に勇名を

甘えるような気持で︑そうした賞戦談

供奉の小官に封しても︑海圃に並ぶ雨

や︑駐猫武官或は練習艦隊長官営時の

私はひそかに思うに︑若しもつと早

胸に掛けて︑太平洋の波を背景に︑悠

せぱ足りるからである︒

然と立たれた英姿は砥全く油繕にでも

想出話を︑楽しく伺ったものである︒

して︑日本海で敵艦襲埜に偉功を樹て

ならば埴日本の運命は愛っていたと信

し度い程のｂ堂為たる提督の姿であっ

でありながら︑荘洋として底の知れな

られた勇将である︒我麦は時糞慈父に

ずる︒た堂一人鈴木さんが在って︑遅

た︒我だの胸裡には︑鈴木さんこそ︑

い東洋的大いさとでも云う風格を持っ

った︒其の時の鈴木さんの︑望遠鏡を

れ馳せながらも之を行って︑漸く際ど

東郷元帥に次ぐ︑有事の際の聯合艦隊

て居られた︒其の頃私等数人の若い侍

軍の駒について︑気軽に説明して下さ

いところで危難が救ばれたのであっ

司令長官であろうことが想像された︒

の頃︑陛下の御気持が尊重されていた

た︒此の意味に於て鈴木さんは︑陛下

此の慕わしい老提督が︑昭和四年一月

つた理想論を岡はすととがあった︒私

従は宮中の蕉習打破のため︑随分恩切

くから︑例へぱ張作森事件︑満州事愛

の御徳を生かし︑皇室を守った忠臣で

に一木宮相によって．我為の直属長官

鈴木さんはそう云う卒直純亘な性格

あり︑叉我為のⅧ図を亡図から救った

に招かれたのであるから︑一同の椴喜

私が此の偉人に封して︑鈴木さんと

恩人であるのである︒

が鈴木さんに敬服したことば︑そうし

た生硬な意見に封しても＄終始顔色も

は営然であった︒

侍従長時代の鈴木さんへの想出はい

云うような︑馴だしい呼び方をする僑
越を許していた壁きたい︒それは鈴木

て採用さるべきととはいつの間にか探

を見せられなかったことである︒そし
底知れない深さのある風格であった︒

つの間にか獣殺されてしまった︒其の

川され︑尚早と恩はれることは之又い

愛えずに聞かれて︑一度も不機嫌な色

鈴木さん程偏りのない︑装いのない大

獄殺振りが蕊如何にも自然で︑理屈め

ていることは砥純情で正直で︑然かも

官は珍らしく遥我為は鈴木さんの懐へ

いたことは一言も口にされないで︑知

るノ︑あるが︑綜合的印象として残っ

私が始めて鈴木さんを知ったのは︑

飛込んで砥気軽に御話するととが出来

さんが侍従長時代に︑私も侍従の末席

昭和二年秋の海軍大演習の時であっ

た︒鈴木さんは日清戦争の時は水雷艇

を汚して︑数年間親しく御世話になっ

た︒鈴木さんは軍令部長として御召艦

たからである︒

比叡に在って大演習を指導された︒陛

（20）

うと︑或る人に話したことがある︒其

且つ近代的にしたのが鈴木さんであろ

にも拘らず︑何となく大西郷を柔かく

私は大西郷の風格をよくは知らない

に侵入する者は打ってしまへ﹂と云は

下に近術の雛人でも何でも︑荷も不法

長の考を伺ったところ︑鈴木さんは言

いかと云う心配があった︒そこで侍従

して却って陛下に危害が及ぶのでは無

し近衛の将校の如きが︑クーデターに

の後或る本で︑二・二六事件で鈴木さ

れたので聯我滝は恐入ったのであった︒

らぬ間に何虐かのポケットへ仕舞込ん

んを襲った安藤大尉が︑鈴木さんを大

高怖の高松撒邸の附馬地で︑昔大石良

乗り込んで来た時はどうするか︑抵抗

西郷に似た人と評したと云う記事を兇

雄等が切腹したと云う空地で耐我庵も

でしまうような工合であった︒

て︑私一人の感想ではないことを知っ

短銃の賀弾射撃を練習したのである︒

叉鈴木さんの身逢が危いと云うので

た︒鈴木さんと云う人は耐純怖な誠澄

我為は内緒で︑常時新聞で知った防弾

さと︑底の知れない深さとを︑矛盾さ
せないで持って居られた︒あの日本人

た︒そして試みに作るととを建言した

チョッキを研究することにした︒私は

鈴木さんはそうした大味の人であっ

が︑鈴木さんは例によって︑作るとも

離れをした登鳶たる鰐躯から受ける重

たが︑いざとなるとはっきりした切れ

作らぬとも云はれすに︑自然に獣殺さ

東北大里の本多光太郎博士の上京の機

味を示されることがあった︒二︒二六

れてしまった︒尤も作ってみても︑二・

厚さも千体って︑恰も厚手の大井のよ

事件の起る少し前︑大分極左極右の動

ば殖却って結果はよく無かったである

二六の時の如く︑囲鰐の襲撃を家って

に︑皐士愈館に訪胆て詳しい話左側い

きが強くなった頃︑我為の詰所にも短

うな感じのする人であった︒

銃を術えることになった︒其の時︑若

ｉＩ

死に一生を得られたが︑心臓のそばか

二・二六事件の時︑夫人の気韓で九

って居られた︒

くなると飛揚子にさして惜しそうに吸

うであった︒短かくなって指で持てな

して居られたが︑三本では足りないよ

のシガー蕊で︑たしか一日に三本と穂

しい垢抜けのしたところがあった︒大

の人のように見えるが︑海軍の将官ら

こう云うと鈴木さんは固苦しい蕉弊

が引川された︒

て居られた︒よく雑談の時に大日本史

じて職日本の歴史の知識を豊富に持っ

とともないが︑鈴木さんは此の本を通

居られた︒私などは大日本史は覗いた

兵書は勿論︑大日本史には齢程親んで

んも亦一かどの誠書家で︑孫子呉子の

修養を怠らないようであった︒鈴木さ

で︑立派な人物と恩はれる人は︑文の

陸軍でも海軍でも︑私の接した軍人

壬︹ノＯ

｜

ら入った弾丸は︑背中に留つたま典に
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｜

ら議長にもなられ︑経戦の年には首相

かれた︒然し押されて枢密院副議長かぺ

されたが︑其の年の秋にば侍従長を退

なった︒生来の頑健さで︑健康を恢復

の一枚が出来た︒私は此の一句に心鈴

書依を果された時悩珍しく﹁静以養身﹂

ろが︑或る年葉川の御用邸で瞳深山の

の句に定めたと云って居られた︒とこ

の四字に共鳴を感じて以来︑揮奄は此

居された︒そして昭和二十三年四月十

端︑大利根が溶為と岸を洗う開宿に閑

戦後︑鈴木さんは郷里︑千葉際の北

であろう︒

恐らく鈴木さんの場合に優る例は無い

一昨年の晩春の一日︑私は夫人を訪

になられた︒

鈴木さんは経戦の時に︑心無き暴徒

問し︑菩提寺日蓮宗資相寺の墓所に御

七日に八十二歳の高齢を以て︑鈴木さ

は政治家としては︑正直で人が好すぎ

によって心小石川丸山町の自邸を焼か

其の頃私はすでに宮内省を離れて︑

ると思っていたから︑此の報道には驚

れ︑身を以て脱せられた︒然し鈴木さ

にした︒簡素な墓石には︑同期生小笠

案内を受けた︒郷人の手向けた花を前

んの念願とされた永遠の平和に︑御自

いた︒私は手紙を書いて﹁御老鵠まこと

んは心その位のととは毘悟の上であっ

原長生氏の筆になる﹁大勇院殿霊忠孝

請していただいて世いたのであった︒

に御苦労に存上げるが通園家の非常時

たろう︒経戦の詔勅の御裁可をいただ

徳日没大居士﹂の戒名が刻されてあっ

木さんの内面生活を感取したので︑懇

故曇へストを表していただきたい︒普通

いて菖事が決定した十四日の夜︑陛下

た︒聞くところによれば﹁大勇院殿謡

仙裏の二高に居た︒鈴木さんば常に武

ならば御自愛を念じたいのであるが︑

は﹁よくやってくれたネ﹂と二度も縦

忠﹂の句は鈴木さんが死期に臨んで自

身をも托されたのである︒今は武人の

御健康は犠牲にして闘家を救っていた

選されたものの巾である︒夫人に封し

惜しむらくは︑此の軸も仙姦の空襲で

だき度い﹂と送ったところ砥夫人から

てば此の御言葉こそ掴何物にも換え難

返して仰せられた山︑鈴木さんにとっ

て＄﹁まアうそでもあるまい﹂と云は

将を以て任じ︑政治に開典することを

丁重な御返事が来た︒私はかねて秘蔵

い簸上の報酬であったろう︒明治以降

れた山であるが脳そうした卒匝な童心

妻として︑内助の響高い孝子夫人が︑

していた︒鈴木さんの﹁静以養身﹂の

数多の首相があったが︑所謂﹁君臣水

焼いてしまった︒

一軸を掲げて脳日夜老首相を偲んだ︒

魚の交り﹂の例としては魁鈴木さんが

は鈴木さんの持味であった︒﹁孝徳﹂の

好まれなかったし︑我為も亦鈴木さん

鈴木さんは往年︑揚子江を航海した時

長く側近に奉仕した鮎も併せ考えると

rワワ、

後を守り︑菩提を弔って健在である︒

岩壁に大きく彫ってあった﹁天室海悶﹂

＝ノ

、

一
一

経戦後十年︑平和の難有さを鰐駒し

ＩＩ

母堂はたしか九十八歳迄長生され︑其

た我為は︑恩人たる鈴木さんに感謝の

跡を印されたのである︒

の間孝養の限りを誰された鈴木さんを

念を忘れたくない︒雑りに鈴木さんの

二字は菩提寺住職の追加したもので︑

知る者は＄此の二字に鈴木さんの牛面

修養振りを偲ぶために其の座右銘なる
ものを掲げて置こうｃ

を偲蕊ととが出来る︒
鈴木さんは子供の時には︲一泣き貰﹂

一窮達を以て節を更ふ可からす

奉公十則
一常に徳を修め智を磨き日常の事を皐

とあだ名される位涙脆かつたと云はれ
る︒此の性来の純粋な感受性が︑素直

一常に身鵠を健全に保つことに注意す

先とすへし

一言行一致を旨とし議論よりも賞践を

すへし

一共同和諾を旨とし常に愛敬の念を存

へし

一公正無私を旨とし名利の心を脱却す

間と心得よ

に鍛えられて行って通海戦の勇将とな
り︑救固の宰相となったところに︑人
間完成の理想的消息が伺はれはしない
か︒鈴木さんの父君も亦湿昔︑開宿藩
の飛地︑泉州伏尾に仁政を躯はれた代

官と し て の 評 が 残 っ て 居 ろ ︒ 其 の 性 格
其の健康を御両親から承けて耐更に多
年に亘る自らの修養と経験とによって
我だの敬慕する鈴木さんなるものが出

Ｉ

一易き事は人に護り難き事は自ら之に

鴬るへし

一常に心を静読に保ち危急に脇みても

尚ほ沈着なる態度を維持するに注意

すへし鈴木賞太郎花押

︹理事︑前お茶の水女子大塁長︶

大橋乙刑の生涯と

作品︵一︶

大杉謹一

一︑まえがき

﹃弘道﹄の昭和二十八年一・二月波

に軽わたくしは︑﹁大橋乙羽子のこと﹂

と題して︑前年山形際米深市へ立寄っ

ったのが縁で︑立町の本家昔弱屋旅館

た際︑たまたま瞬前の一昔弱屋旅館に泊

渡部叉太郎が︑後の大橋乙羽で︑乙羽

の主人渡部治兵術の六男として生れた

の銃は生家の屋競に因んだものである

へし

一法令を明知し誠賞に之を守るへし自

来上ったのである︒そして自ら求める
ことなく︑押され抑されて︑何虚に於

己の職分は厳に之を守り他人の職分

品を集めることを約束し更大方その

ということを知り．それから乙羽の作

ても人の長たる位世につき︑簸後には

は之を尊亜すへし
一自己の力を知れ僑慢なろへからす

およそ政治家的でない政治家脳政治家恥

以上の大政治家として︑永遠に残る足
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i

一緒についたことを記しました︒

いりまして︑家庭裁判所の仕事をする

形版のトップ記事に﹁埋れた作家大橋

ついで五月二十日には︑朝日新聞山

音調屋族館を興しました︒乙羽の舵は

と申します︒姉はるは分家して騨前の

た方︶にやった手紙などを復蔦して記

ようになり︑昔羽屋へもしばしばお寄

乙羽の人と生涯﹂という題で記事がの

の時︑山形市十日町の富士屋という商

生家の屋競に因んだものです︒十四歳

の六男として生れ恥幼名を渡部叉太郎

りしておりますし︑集めた作品を先年

ことになり︑同月三十一日︑ＲＨＫ第

り︑わたくしの研究が一般に知られる

から請書や糟が好きでしたので︑とと

家へ丁稚奉公にまいりましたが︑幼時

立町に︑旅館音調屋を誉む渡部治兵備

米淫の西高校︵昔の興譲館中畢校︶固

一放送で乙羽の作品の一つである家庭

念に残すことにしました︒

書室に 納 め た 上 ︑ さ ら に 山 形 際 立 岡 書

小説﹃霜夜のむし﹄が︑放送劇垣の人

いの本屋の息子と知合って︑本を借り

来ても仕事をよそに請書にふけり︑向

その後偶然のととで営地山形市へま

できまして︑ついこのことに深入りす

館へ別に集めた作品をも納めることが

為との合作で放送されました︒・

の叉太郎時代のことを知っておられた

おされた元市長大沼保吉さんが︑乙羽

その折に︑山形市の最一初の名巻市民に

ついでに作品三十一鮎を展覧に供し︑

橋乙羽について一席誰演をたのまれ︑

には︑常地の一：明治を語る宮﹂で︑大

そのようなわけから︑去る四月四日

この運動を進めたいと考えております

がわかりましたので魁これからさらに

ます︒幸い昔の縁故からいろいろの事

もらいたいというのが趣旨なのであり

ず郷土で十分にその償値を再認識して

の文畢史上にとどめたい︒それには先

との埋れた明治の文豪大橋乙羽を明治

わたくしの考えでは︑何んとかして

た︒それから再び富士屋へ戻ったもの

書き︑二十年﹁出羽新聞﹂にのせまし

看病し︑その間魔女作﹁義人の悌﹂を

母親が中風になったので一旦蹄郷して

御存じの山でした︒乙羽は十八の時︑

さんや︑雨調銀行の頭取長谷川さんも

営時の事は︑名審市民の元市長大沼

るようになりました︒

とのことで︑その思い出話なども出た

が脳そのいとぐちとして︑生涯と作品

機曾に宮士屋を僻して蹄宅しました︒

彼は︑二十年十九歳の春︑母の重態を

の砥文畢で世に立とうと決心していた

にしていました︒

ては︑夜更けひそかに讃むのを楽しみ

りして︑大層有益でした︒その含では

を語らせていただくことにしました︒

大橋乙羽は︑明治二年六月︑米津市

二︑生涯

わたくしの話を筆記して曾の記録に残
すこととなり︑夫妻の篇員や乙羽が叉
太郎の名で姉はる︵騨前の支店を興し

〔24）

た︒翌年﹁解震一雛﹂﹁累卯の東洋﹂を

勤務︑専ら美術記者として派躍しまし

上京︑日本橋にある美術川版東陽堂に

に壷表したのが認められて脳同年九月

つけ︑その峨火見畢記を﹂川調新聞﹂

まじきや︑猶御目のあたり事情申上度

︵三十回の事︶お店よりお計ひ給はる

はあなたよりよろしくお巾上︑三十計

でいる手紙で︑﹁旦那様︵乙羽の事︶へ

がないので耐原稲料の前借りを申込ん

います︒亡父の七年忌の法事をする金

大橋時子様あての一葉の手紙が残って

橋市海刺町におられますが︑お宅には

と共に厭米歴遊の旅に上り︑蝿九月師朝

ていますが︑三十三年三月︑姉崎潮風

及び短篇小説をあらゆる誌上に褒表し

ります︒

拝見致し聴趣きふかく存じます﹂とあ

つらね︑亡父をなぐさめた御手紙など

いただき︑亡父へあたたかき言葉書き

に︑﹁幸田先生とは一入ふかきお交りを

]かが
‐けあ

山一公﹂を抑文館から出版したのが縁で︑

博文館主大橋佐平氏の長女時子さんの

三十年には友人の幸川僻伴と東北一周

え︑﹁太陽﹂に同郷の高山樗牛を迎え︑

徹時〃出版界の王者〃といわれていた
婿に迎えられ︑二十七年紅葉の仲人で

の旅に上り︑仙蕊︑青森︑秋川を経て

二十八年一月﹁文畢界﹂に﹃たけく

昔奉公した家をも訪ねております︒郷

屋の松を訪ね︑その夜は後藤屋に油り

酒田から川形巾へはいり︑千歳川阿古

らべ﹄を褒表した樋口一葉の才を認め

里米灘をまわって十七日間の紀行文を

多くの作品を盃表しております︒

て寄稿を依頼し漣﹁太陽﹂や一文塾倶楽

先日︑海榊町の乙羽の子大橋佐太郎

﹁太陽﹂に震表しました︒

篇を載せ︑文塘一への進出の手引も致し

氏から御手紙を頂きましたが︑その中

部﹂に﹁行く雲﹂﹁ほととぎす﹂以下七

ました︒只今乙羽の子孫が千葉際の船

っています︒

■■■■０６４００日日日１１１１日日Ｉ日日０１１１１ｈｈ日Ｉ１ＩｌＩｌＯ０日日ｄ４０ｌＤＤＰｈ■■■１１１日︑■１

正誤

○○○○○○

りにつき訂正致します︒

二十四頁上段三行の紙藤某は伊東某の課

川村宗嗣氏の論文中

前粧﹁現下日本の諸問題の倫理的解決﹂

ｆｆ日日．■日日１１１

行記が﹁欧川米水﹂と題して出版にな

﹁千山繭水﹂その他数多くの単行本

出して︑尾崎紅葉の主宰する硯友祇に

翌年病を得て︑三十四年六月一日惜し

1現大

二十六年米津の主君の史博一︲上杉鷹

1場爆
『に誰

結僻︑博文館の笹業面を推獣する傍ら

との外︑﹁少年世界﹂に厳谷小波を迎

ながら︑おばづかしき事な恥ぱ︑文に

1賂H

はいり︑紅葉とも親しくなりました︒

1歩梯

くも三十三歳の生涯を閉じました︒旅

鶴雲

てくはしくは御さっしのほどをのみお

冊皐

願ひ居候﹂とあります︒

霞手

I
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珂

加藤博士著英文﹁聖雄照絞林道要義一を讃んで

今岡植木両君の同書の所見を評す

スト教においては紳人懸隔の要素が多く日

本の神道においては神人即一の要素が多い

のであってどちらの要素が多いかによって

坤士は紳人懸隔教と紳人即一教の二者を分

して左方がプラス︑右方がマイナスと言う

類されたと思惟するのである︒零を中心と

れた宗教卿とふかい宗教瞭鹸との結晶した

本書は博士の人格の反映したもので︑すぐ

圏ｇｏ目屋且月例○昌凹胃己を著わされた︒

固︑︑のごｏＰ口の国戸扇吋画房堅ずく垂︼の埼昌屋︼︺ロ

を以って一聖雄照救岬道要義﹂Ｇ三具○冒

加藤玄智博士は︑最近健筆を賑って英文

等畢佼長今岡信一良氏が著者の乃木岬牡偏

動に淵源するものであろう︒筆者は正則高

居られるものもこうしたふかい人間的た感

致を狸調し︑賓践の方面即ち行を雨閥して

る︒著者が宗教的人格と道徳的人格との一

観に深い影響を及ぼしたもののようであ

脚の光を見出したことが後年の陣士の宗教

生くべきであったとするのと同断でなかろ

とするのは︑ソクラテスは牢獄を脱走して

る︒あの場合乃木大勝は死すべきではない

殺であるが︑その内質は至誠の瓢現であ

いたのは彼が毒杯を仰いだ瞬間でなかった

うか︒ソクラテスの人格が最高疫に光り輝

ついてであるが︑これは形式の上からは自

るのではあるまい︒次に乃木大勝の自決に

な機械的な厳密さを以て宗教を論ぜんとす

ところに最も大きな特色がある︒この書は

裁然たる厘別は無理であって著者もその様

序文にもあるよ；に外図人ｌ特に英語を

﹄

いて問題を提起して居られるのでそれにつ

ついてであるが︑乃木紳赴信仰は人間乃木

先づ一元的祁人開係と二元的紳人開係に

する至誠が岬なのであって︑死そのものが

ある︒死を以って至高の道徳を責現せんと

死によって最も端的に表現されているので

か︒キリストの愛の人格はあの十字架上の

むにも好適であろう︒海外の畢界にも幾多

において紳格を見るのであるから紳人即一

いて卑見を述べたい・

の知友を持ち︑外国語に堪能な著者の文章

教たることは勿論であるが︑紳人懸隔教た

木大将の自決に直面した全人格的な感動に

加藤博士は宗教鵠鹸へのふかき開眼を乃

スに神の光を見ているのである︒ただキリ

緑な存在ではない・神の子として人間イエ

るキリスト教においても全く脚と人とが無

契機となった特殊な場合であると思われ

は罪悪であるが乃木大将の死は至誠顕現の

とするのでもない︒一般論によれば自殺死

い・

については筆者は批判すべき何物も持たな

信仰の掛象でもなく︑死んだから紳である

語畢力潤養のために畢生が副讃本として謹

仰における紳人開係と乃木大将の自双につ

潔

話す人たちのために書かれたものであるが

柳

得て居られるようである︒人間乃木の中に

一
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青

る︒先畳今岡先生に封して謹んで妄一評を謝
すると共に卑見キー開陳して御教示を仰ぎた
い︒

加藤博士はこの書を公刊せられるに先だ
旦讐のｍ三国８℃三呉○さ値旦昌昏のｚ○四

ち一英文乃木神祇信仰諭抄一︵シ国目湧の
の胃冒巴を著わされた︒同じ著者による同
質の内容をもつこの二著は丁度兄弟姉妹の
如き開係と言へよう︒

日本大畢に教鞭を執られた植木兼英氏は

第一版の﹁乃木祁枇儒仰諭抄﹂が第二版に
おいて﹁聖雄照銭紳道要韮﹂と改ゞ題された

こと及び後者の口桧に﹁抑道は上下四方に

首が追補されていることから︑去る四月十

限りなし︑月日はあかし天地はふみ﹂の一
一日の﹁紳杜新報︲一において著者がその改迦

と口繕の塀補とによりて原始紳道のアニミ

ズムより醐有祁教に至る全紳道を宣明しよ
うと企岡したものとして﹁既に述べたごと
く著者が本書を以て原始紳道より護展脚道
に至る全過程を宣明した岬道概論たらんこ
とを期した事は明らかである︲一と断じ︑さ

１１

Ｉ︲

１１

あると論及されている︒筆者は植木氏の所者は紳道翠一般論を書く勢ぞ省いて第二版

諭に啓裟された所多大であるがこの一黙にに充営したのではないことは明確に断言出

ついては卑見を開陳して高教を仰ぎたい︒来ると信ずる︒著者の眼目はあくまで道徳

容に於て同質なること孝一認めて居るにも拘う︒先畳の士柚木先生に濁し以上私見を述

植木氏は木著書礎ぴ一︲信仰論抄﹂がその内的典型を塞げるにあったと見るべきである

らず龍に改題と口櫓とを以て著者の意を付べて暴言を謝し教を乞わんとするものであ

度していることは筆者の疑問とする靴であろ︒
る︒著者は岬道畢概論たらしめんがためな本著書の前牙たる一︲信仰諭抄﹂はすでに

らぱ恐らく︑その道徳的方面とともに葛有海外にも紹介され︑エヂャートソ︑ラィャ

紳教的方面を多年の宗教里研究の知識を以ソソ氏の詳細な批一評も出て居るが︑さらに

︐って車の胴輪のごとく論述したであろう︒それに坤袖された本番は宗教に淵する啓蒙

から考えても祁道概論たらしめんとした意度い・需畢に不得意な筆者も朗々詞したく

著者が道徳方面だけの典型話塞げている靴書として一人でも多くの人士に讃んで頂き

すなわち乃木岬壮信仰諭抄は︑智信行一膿就護行︑定俄一○○回︶

企なきことは明らかであると愚考される︒なる名文でもあるｏ︵東京都港匠赤坂乃木岬

丈畢博士加藤玄智

鋤道総的典製に闘需を鮒興す為ために外なＩＩＩｉＩｉＩＩＩＩＩＩＩ
○乃木祁職獄詠
﹁聖雄照救紳道要義﹂と改題されたのはこ

らぬと考えられるのである︒後にこれを

の典型を利川して他の正士義人例えば松陰

これに照えれば同様の祁杜信仰論が成立す至誠蓋幣車承祭︒来格聖雄謂祁場︒

岬杜でも︑湊川祁牡でもその祭神の人格を郵娠像亡人不亡︒依然今日舜祁光︒

るのであるから著者はここに着眼されたも．○

のと言い得るであろう︒蒼梧風葉兇秋涼︒節物交流活道場︒
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I

l

従って緬木氏が評して居られるように著九月句三辰餐客︒新心深信仰艮陽︒

l

らに祁道の本質を解明せんとならば前者の
﹁信仰諭抄﹂とは別に一書を編著すべきで

l

一

青二年幸講琴座一

人生の︽
誉︾

勝部真長
二︑濁りおうべき荷︵男子掲立の気概︶

前回につづきまして︑森鴎外の知恵袋の内容の紹介︑解
説をいたしてまいります︒今同は︑鴎外の知恵袋の中から
﹁濁り負うべき荷﹂という題の教訓をまづ取りだしてみま

もらえるものでもない︒自分の背負うべき重荷を心妻や子

供にまで一緒に背負はせるような女為しいととをすべきで

る心というのであります︒

ない︒一人でヂシととらえるのが男子のとるべき態度であ

男が杜含に出て働き︑家族をかかえて生活を立ててゆく

とき︑いつも順調にスーフスラゆくとは限らないわけですｃ

て︑本営に進退谷まるとともありましょう︒いくら考えて

思いがけない逆境に出あい︑不遇のドン底につきおとされ

もよい手も浮ばず︑夜も眠れないで度為反測し︑あ上でも

ない魁とうでもない︑と苦しみもがいて︑はては人を恨み

世を憤り︑行詰って自殺を思い︑叉は一家心中を考えたり

する︒そんなとき︑親しい友人だからといって職とれに打

しょう︒

﹁渦りおうべき荷﹂というのは︑結局︑人生の重荷とい

営に︑困っている私を救ってくれる人などというものはメ

うものは︑自分でおわなければならない︒誰も外の人が荷
とであります︒自分の荷物は自分で背負って人生の族をつ

シダにいるものでないのです︒これまで親しくつきあって

のです︒大てい︑お座なりなことしかいってくれない︒本

づけていくより外はない︒歯をくいしばって苦しみに耐え

くれていた友人すらも心私が落目になって︑誰も味方にな

明けてみたところで魁貝に相談にのってくれるものは少い

決して軽為しく他人にその苦しみを訴えたり︑泣言をいっ

ってくれるわけではない︑他人をあてにするな︑というこ

たりするな︒他人に苦しみを訴えたところで︑泣言をいっ

かるようになり︑私が訪ねていってもいい顔はしなくなり︑

り手がないということが分れば脳だんだん私の所から遠ざ

口数も次第に少くなって︐獣りがちになるものです︒しま

てみたところで︑誰が助けてくれるものでもない︒泣言を
いい︑弱一音を吐けば︑かえって人から今ハカにされるのがオ

いには︑そんな友達︑自分は知らん︑と玄開挑いをくわせ

イエス・キリストも︑その頼みとした弟子たちが︑やが

るようになるでしょう︒

チだというのです︒

このことは︲親しい友人だからといってや例外ではない耐

いや妻や子供だとて︑自分の本営の苦しみや痛みが分って
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て自分を裏切り︑イエスが捕われて罪人とされるときには︑

イエスというような人を自分たちは知らないというであろ
うことを︐チャンと課言していました︒﹁まことに汝らに
告げん噺とよい鶏のなく前に︑汝三たび我を知らすといわ
ん︲一そうしてゲッセマネの夜の所りにも﹁わが心いたく憂

いて死ぬばかりなり︑汝らととに止りて我と共に目をさま
しおれ﹂とイエスはいうのでありますが︑弟子たちはみな

眠りとけてしまうのであります︒﹁汝らかく一時も我と共
に目を畳しおるとと能わぬか﹂とイエスはいいます︒まっ
たく人というものは﹁心は熱すれども肉鰐ょわきなり﹂で
われわれの友人たちも︑不遇のドン底におちた私を救い

あります︒

出したいという気持はあるのでありましょうが芯悲しい哉︑

その力がない︒心は熱すれども肉鴨ょわきなり︑です︒な
るべく開り合いにならないように職遠ざかるのは︑友人た
ちも自分の身が可愛いからでありましょう︒

をする者があればその足をひっぱろうとする連中︑橋から

身投げる者のたもとにわざわざ小石を入れてやろうとする

にそういう人間がいたと書いております︑鴎外がなにか失

手合いがおります︒鴎外も︑自分の交際している人間の中

敗して逆境にあるときに限って︑近づいてきて︑お前の顔

うもよくない心︑などという人間︒こういう人間こそ︑友

色は悪いぢやないか通どうしたんだ︑お前の評判は近頃ど

だちの中でも鮫も乗をつけなければならないというのであ

このように友達が営てにならないと同時に︑これとは逢

ります︒

ったいみにおいて妻や子も頼りにはならないと鵬外は考え

ます︒一大事の起きたさいに︑よく夫の相談相手となって

少いものである︒世間のふつうの女性というものは︑夫が

夫の重荷を共にになうことのできる女性というものは賃は

だ内︑なげき悲しんで泣いているか︑或いはこんなことを

なにか失敗して困難に陥ったとき︑これを打明ければ︑た

いはとうなっては先きゆきどうなることかと取越し苦労を

しなければよかったのに︑と返らぬ繰言をくり返すか︑或

するか︑そうでなければ今度は失敗をしでかした夫をせめ

ります︒さらに人の落目につけこんで︑も一息．突落して

人の困っている有様をトクと見物しようとする手合いがあ

性というもの︑男まさりの婦人などというものは少いので

の人情というものであって︑本営にすぐれた確りものの女

する女さえある︒まアこういったところが︑よの常の婦人

てあたしを別れさして下さいなどと自らリェンを申出たり

二度と立上れないようにしてやろうという魁いわば首つり

つとヒドいのは︑人が落目のときにかえって近よってきて︑

になる友達は︑友達のうちでもまだいい方であります︒も

｜う陸津誰蓉恥雑紳嘩識雲嬬銅翫蓉岬唾利︾跡涯唯示唾伸維

一
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う︒親しい友人も︑妻も子供も︑ギリギリの線までゆけば

に孤渦な淋しいものである声﹂とに皆さんもお気づきでしょ

人で背負って妻に知らせず︑むしろ妻や子をかばって安心

あるから︑世の夫たる男性は︑むしろ自分の苦勢は自分一

させてやり砥いたわってやるべきである︒もし苦勢が大き

のでないということ︒結局︑人間はひとりぽっちなんだトコ

いいかえれば︑友人はもとより妻も子も信用していない

トンまでいけばみんな孤猫なんだ︑という考え方なのです

頼りにならないのであるということ︑いな︑頼りにすべきも

にみられないように一室に閉ぢともり部屋に鍵をかけて︑

く︑悲しみ迫って胸痛んで耐えがたいときは︑夫は︑家族
机に伏して思いきり泣くがよい︒心ゆくまで男泣きに泣い

ことを︑鴎外は重くみています︒

本営に信じているのは自分だけです︒ですから自信という

人の我を信ずるは︑我まず自ら信ずればなり︒自信の心

て︑気がいくらかはれたなら適今度は自分の部屋から出て
たるものの務めである︒

きて︑家族たちをなぐさめてやるべきである︒それが男子

一たびゆらぎて︑眉ひそみ目にごるときは斌人のこれを

見て同避せんととカインの卯と同じからん

って始めて︑他人がとつちを信じてくれるのです︒こちらの

といっております︒自ら自分を信ずること︑との自信があ

若しその澗大にして掬縫すべからざるに至らぽ︑心激し情迫り

いま鴎外の文章のままによんでみましょう︒
たらん時︑宜しく家春をさけてひとり泣くべし︑濁り泣きて悶を

ます︑その中で主人公の小野陣士という人が︑高松から大

ょ︑人あるいは男子いづれの遅よりかこの力をうべきと問わんか

排したる後︑首をあげて家春に封し︑これを慰撫せんことを勉め

阪に向う瀬戸内海航路の船の中で夜中に色だと人生のこと

鴎外のこれは短篇小説ですが︑﹁金毘羅１−というのがあり

りぬく力︑そういう底力がど﹄﹂から出てくるか︑といいま

自信がゆらげば他人もこちらを信じなくなるというのです

すと︑そういう力は︑哲畢とか宗教とかで平生養われた人

こと・をいわせています︒

を考えるところが出てきます︒作者はとの主人公にこんな

つまり右にのべたような男子が苦痛をとらえて家族をまも

間の修養の力︑心の力でもありましょうか︑それにもまし

ら陣士はねた︒

機開につながれているにすぎない︒あ上寂しい寂しいと思いなが

みたすには足らない︒妻も子供も︑只因襲の朽ちたつなで自分の

世には夫婦の愛や︑家庭の幸幅というやうなものを︑人生の内
容のようにいっているものもある︒併しそれも目分の空虚な所を

てなによりも有力なのは︑人の命のあらんかぎり︑失うと
とのない希望というものでありましょう︒生きているかぎ

り希望を失わす︑人生の苦悩にひとり耐えてゆくこと︑最
後はそとに落ちつくのであります︒

とう述べてきますと︑鴎外の人生態度というものは︑賞
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一

島次

郎

が一︲人物本位﹂といっています︒もち

たところによりますと︑ほとんど一全部

最も亜きを世くのは面接で︑外を略し
ても面接を行くところはありません︒
どうして面接に重きを世くのか︑そ
れは面接は候補者の人物を知る城も有
効な方法であり︑人物は採用決定の根
本悠件だからであります︒最近日本経
済新聞牡で幾つかの銀行︒含斌・百貨
店について砿新牡員採用の係件を聞い

あります︒そうしてこれらの方法の中︑

を課し︑これに合格したものには更に
面接を行い︑身瞭の精密椎査と照らし
合わせて採否を決定するのが大部分で

し︑その開門を通ったものに筆．記試験

て第一次詮衡ｌ所謂﹁書類詮術﹂詮

人物所見表︑身僻捻査表といったよう
な・多くの書類を出させ︑それによっ

面接のエチケット

一︑就職と面接
中畢校・高等畢校︒大畢と︑それぞ
れ教育の程度もちがい︑専攻の方面も
ちがいますが︑卒業を眼の前にひかえ
て弓就職に懸命になっていることはど
こも鍵りはありません︒私どもが皐校
にはいるのも︑紡局はよい職に就とう
とするためでありますから︑皆就職に
ついて貝刺になるのも徴然のことであ
それに近年は求人と求職との寺ハラン

ります︒

スがとれないで︑一流の銀行・含杜に
なりますと脳何十倍という志願者が殺
到する有様なので︑探川者の側でも︑
すぐれた上にもすぐれた人を探る︸勺と
して︑極めて念入に詮議をします︒ま
ず自筆の履歴書に篤頁＄成絃論明書︑

ろん職場によっては︑﹁第一に健康﹂と

している虚もあり︑﹁皐力﹂とか﹁才能﹂

でも人物に言及しないところはありま

とかを重んする虎もありますが︑どこ

せん︒

二︑人間像

そ紅に探川者の側では︑面接によっ
てその人物を見るということの外に一
つのねらいがあります︒それはその人
が︑果して自分たちの職場に適するか

どうかという判定であります︒

単校で入肇の際行う面接も同じです
が︑面接には誰も︑意識的・無意識的
に︑一つの人間像を描いています︒そ
してこれを恭準として候袖者を見ま

す︒もちろんその人間像は︑職場職場
でちがいましょう︒例えば人為の信用

を生命とする銀行では︑堂為たる店を
構えるのに雁じて︑行員もきちんとし
て︑身だしなみのよい︑人から信頼さ
れるような人を要求しましょう︒凡帳

識涯議驚際一
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川

−

｜ような黙についてはいうまでもありま
一せん︒また接客を第一義とする百貨店
等では︑まずよく気がつ腰Ｌ︑人に親
切であり猶明かろくて︑愛相がよい人
を求めるでしょう︒

しかしこの人間像は職場の種類によ
ってちがうだけではありません︒同じ
一銀行でも︑含杜でも詳しく見ると︑各
一蓉酷電郡搾鋤腰鋤舘蔀楓聡嘩詠輝露瞬
れば長い程︑はっきりして来ます︒人
間像がこういう特殊の事情によって色
づけられない筈はありません︒
そこで面接に首るものはこういう職
場に適合する人物を求めます︒大燈よ
い人物は︑どこにも常てはまるもので
すが魁その中にも自然に通不適に度が
ありましょう︒候補者はととで人物の
如何と脳その職場の通不適とが︑二重
に考察されるわけであります︒

三︑誠意と冥責と印象
面接は採用者の側からいえば︑正し
くその人物を知るためであり︑候補者

の側からいえば︑正しく自分を知って
もらうととであります︒そのために最
も大切なのは︑誠意であります︒互に
成心をさしはさまず︑己れを虚しくし
て．人に接し︑人を見ることでありま
す︒誠意のないととろには︑絶封に心
の交通はあり得ません︒

第二は貝賞に鯛れ合うことです︒候
補者の側からいえば︲自分の員賞をお
おう一切の障害から自由でなければな
りません︒人の前に出つけないもの
が魁一人きりで知らない多くの人の前
に立つときは︑ともすると上がってし
まって稲知っていることも思い出せ
ず︑わかっていることも答えられない
ようなことは︑よくあるものです︒し
かしそれでは︑自分の直賃を人に見て
●もらうことはできません︒それで面接

するものの側も︑これに封する用意と
して︑態度をやわらかに︑雁待をやさ
しくして巡若いものに心の落ちつきを
失わせないようにしむけることも大切
であります︒
ｈも池

との上がるということについて︑歌

毒咽って

舞伎の名優故市村羽左術門が曾て人に

あっしの舞墓なんてものァ︑雲三分
の度胸七分だよ︒そのかわり殖勿鵠
ねえ話だが︑天子様の前だろうが聡

大工の七五郎さんの前だろうが︑吐
一杯の塾にャ芯つゆいささかの駈引

もねえんだからねェ・

て来るものです︒羽左の塾に封する︑

といったという話を聞きましたが通さ
すがに名優の至言であります︒上がら
ないのには度胸が必要ですが︑その度
胸は塾に封する扱い信念から湧き出し

人も許し我も許した自信がなければ︑
舞墓度胸は決して出て来なかったと思

います︒

面接に臨むものは︑すべてに封する
用意を整え︑十分の自信をもって行動

するようにしましょう︒

第三は印象です︒直晃的に受ける感
じです︒但し孔子も﹁とれを子羽に失
す﹂といっているように砿見かけだけ
の判断は往童呉賃にちがうこともあり

ますが︑事賞上︑面接に於ける容姿︒
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一
一

１１
姿勢・態度・服装・言語︒動作等は︑
人物判定の垂要な像件となるもので︑

す︒

候補 者 が と れ に つ い て 細 心 の 用 意 を 怠
ってならないのは蹴然のことでありま

四︑自然と冥責
ところが往套ｌこ鯉憾多く両接遂
する人︑採用者側から聞くことなので
すが︑面接にはありのままがよい︑作
篤はかえってマイナスの結果になる︑
短いきりつめた時間に︑たくさんの人
にあおうとしている時に︑小笠原式な
どと︑そろりそろり歩かれたのでは︑
じれったくなるというのです︒
しかしこれは警戒すべき言葉だと思

・温和な人が人につっかかったりするこ
とがあります︒いわばその人のありの
ままのすがた︑木地が︑露骨にあらわ
れたといえましょう︒

しかし︲人の人たる所以ば︑このあ
りのままや︑木地ではなくて︑木地を
ります︒ありのままの自然を︑あるく

Ⅲ︑︑℃︑

磨き上げ蕊磨き上げて行くところにあ
きすがたに高めて行くととろに本常の
人間のすがたがあります︒若し酔って
むやみにしゃべり散らしたり︑無遠慰
になったりすることが直賃だというの
なら︑それは人間としての員賞でなく
生物単的の自然に過ぎないのでありま
す︒

しかしこの自然のまま︑作篤のない
怖態を︑つけ匁を戒める義に解すれば
また一つの意味があります︒わざとら
しい歩き方心わざとらしい挨拶︑わざ
とらしい言葉づかい等︲決して人によ

︑巳︑近

Ⅲ︑

というのがあります︒とれば一睡酒を
飲むと︑本営のところがわかるという

いま す ︒ 古 い 言 葉 に 冒 昌 目 ① ヰ ロ 房

意味にとれます︒しかし︑酔って本営

といってどんな歩き方をしてもよい
どんな言葉づかいをしてもよいという
のではありません︒歩き方にも正︒不

い感じを典えません︒

のことがわかるという︑その本営のこ
ととは何を指すかが問題であります︒
いかにも︑酔うと職平素たしなみのよ
い人も魁べらべらしやくりだしたり︑

正があり︒美醜があります︒その正し
い行動が︑身についてしまえば︑自然
の行動魁ありのままの動作が︑そのま
ま法にかない︑人からも好感をもって

迎えられるようになるのであります︒

この場合の自然は第二自然で︑生物畢
的自然に封して高次のものでありま

す︒

とう考えろと結局面接は平素の心掛
が根本だということになります︒歩き
方にしても︑言葉づかいにしても︑ふ
だんの心掛が︑自然に表れて︑大きな
ばたらきをするということになりま

す︒百貨店で多年人事にたずさわって
いる人の話に﹁向き倉って話をしてい

る時は魁よい人柄だと思って見ても︑

素の心掛が大切になります︒︹評議員︶

立って蹄る時の横顔に脳非常な醜さを
感じることがある︒まして後ろ姿に見
られるもう済んだという緩んだ気分は
よい印象を典えない等と語っていまし
た︒こうした不用意の間にも人柄のあ
らわれることを考えますと慰一そう平
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であります︒

︵杜甫︶

末の二句は詩題に就いて述べて結ぶの

景中に情を含むこともありますが︑結

作詩とその鑑賞︵弓あります．或は情中に景を寓したり︑

三好凌石

︵一︶律詩の総格二句︒結尾二句を除きまして︑其中間○五律正格︵灰起式︶桑過二何塁

ｈ〃．●●○Ｏノ︒

黙座蕊謹蕊蕊溌議鋪欝扉厩噌聯認龍鵬︒騨誠

群灘謙鰐鮭鯨舗嘩謬唾訊蛾灘灘蔀霊鮮灘寄聯而齢綿綿︒蝿繊純
一

潔霊窪羅餓毒蕊輔謹侭蕊蕊驚堀部縄態潔溌↓
字句と字句とが相封することに拘束さろ詩であります︒

細尾聯而亜恥︑︑禰叱②鞠鍔澱瞬
れて︑平灰を粘若して︑字と字を整え︵二︶五律の格式
まして︑少しも音調を飢さないように五言律詩は六朝から創始せられて︑店○五律侃格︵平起式︶野望
︒︑︲．○○○︒●

際螺欝蕊望緬躍溌駕羅簾溌藤驚鹿朋羅︒蕊騨

︑︲︲︐︲︲・︲︲︐︲ノ●○Ｏ●●

砺蝿計師誰埜岬癖馳唖か荊稚蝿転↓年識唯吐唾温極や韓函錐鐸俳噛唖紅醜昔唖領聯︷唖四吋恥唖梱紅⑥癖鋤畔咋識評

註馴轍蛎峠誕弛叫娠苅蓉酎渉鋤蛙毒事郵硫唾四海叩壷峠酎産遅鈍垂却鱈誠畔蝿頚聯一ｍｍｍｍｍ咽麺●峰擁噸睡砕

歴で喫岬準征塞唾撮峰鍛一春睡耗鋤唾準鍔峡一奔唖岬函聴蝿函詐匙鐸礼唾唖蝿尾聯而︑唖恥唖梱諏③識癖蝉緬榊

隊伍を塾雷する句格であります︒破題あり︑或は雨聯とも精を叙することも︵潰方︶落日平墓の上︑春風著を畷る時︒
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一
一

一
L

石欄斜に筆を鮎じ︑桐葉坐して詩を題す︑

Ｏ

輩翠衣桁に鳴き︑婚艇釣綜に立つ︒自今幽
這遁として層陰起る︒遠水は天と︹兼をと

興熟す︑来往も亦期無し︒清秋望極らず︑

とよむ︺瀞く︑孤城は霧に隠れて深し︒葉
して日初めて沈む︒猫客蹄ること何んぞ晩

稀れにして風更に落ち︑山迫︵はるか︶に
き︑仔雅己に林に浦つ︒

五律の第一句は普通は抑祇しないのが
定則でありますが認斌を踏むこともあ

面そりある航う○
七

88冊88律
○・Coo・開
①○､1●○､⑲⑧、

#
:
￨
#
･
鰯
選

○③剣③○/
② ○ ○ ○
⑧③⑲

■■Ｉｄ４ｄ▲︾日日日日︑日日︑１

即︑押韻○⑳○

領聯一︑恥皿亜

ｉｉｉ１．１⁝鰯○鍛

尾聯一ｍｍ皿恥ｍｍｍ押緬○③

③○轡

⑱○⑳

︵漬方︶老い去って悲秋亜いて自ら寛に

川年此含知誰健僻把二茶英一仔細看

藍水遠従二千澗一落玉川高並二胴峯一寒

○０︐︒○○︒︑⑥○○●今Ｏ
茨勝二短髪一還吹帽笑怖二傍人一篤正し冠
○の●○○●②●○○●●○Ｏ

老去悲秋弧自寛典来今日謙二飛撤一

︒●○○の●Ｏ

︵作例︶九日藍田槌氏荘杜甫

皿心晒恥︑押韻○②○

頚聯一ｍ唖皿配郵唖唖押韻

︵作例︶題二張氏隠居一︲雅同

澗道除寒歴二氷雪一石門斜日到二林邸一

不し貧夜識金銀気遠レ害朝看粟鹿遊
乗し興杏然迷二出虚一封し君疑是涯二虎舟一
︹護方︶春山件無く猫り相求む︒伐木丁丁
山塑に幽なり︒澗道の除寒︑氷穿を雁て︑

石門の斜日︑林邸に到る︒貧らず夜識ろ金
典に乗じて杏然出虚に迷い︒羽に封して疑

は短髪をもて︵将︺還って帽を吹かる具を

す︒興じ来って今日君が獄を諾す︒差らく

笑って傍人を情うて矯めに冠を正す︒驚水

封になっているもの︑或は封句のよう

には︑封句でないように見えても賃は

式と云います︒この起聯に封を用いる

い句︶であります︒これを墜起軍結鵠

いますが︑第七八句は散句︵封をしな

この詩は第一二句が封句を以て起して

うて莱英を把って仔細に看る︒

し︒明年此の曾︒知る誰れか他なろを︑辞

く千澗より落ち︑玉山高く叩峯に並んで寒

との詩の第二句の川更幽の三字は律の

︑○七律侃格︵灰起式︶

調を援って整えたものであります︒

云う字で前の山更幽と不粘として︑破

○として︑第二一句の下三字歴飛雲一と

る適切な字がないので︑⑧③○を○齢

が︑川字以外に︑上の伐木丁丁に封す

正調たる⑳⑧○をはづしたものです

うらくは是れ脹舟を淀ぶるかと︒・

銀の気︒害を遠ざけて朝に看る廃鹿の遊・

尾聯一ｍ

○○０●●○○︒ＣＯ○○ＣＯ
春山無し伴潤相求伐木丁丁山更幽

、

首聯︷ｍｍｍｍｍｍ叩州銅○②④
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ります︒首聯尾聯は散句を定則としま
すが︑封句を用いることもあります︒
又︑平灰を緩くする所もありまして︑
下三字○⑨●を●○●︵踏落しと云う︶

●○i○●!●○；全

とするととも︑叉●●●と灰三にする
こともあります︒

頚 領 首
聯 聯 聯

−

韻に踏んで作る格式即ち灰韻詩もあり

った一鰐がありますし︑尚又逮灰字を

あります外︑別に勤踏と云う平灰を破

すが︑正偏二格共平灰を緩くする法が

律詩は平灰を厳しくするものでありま

分からぬ位のものもあります︒元来︑

騨かに霞むと︑封句になっているのが

で封句ではないものがあります︒叉︑

︵妨裡︒放砿の類︶愛擬封︵春樹・秋

類︶愛蕊封︵黄枕・緑柳の類︶聾韻封

花︒碧草の類︶連珠封︵漸謂・赫赫の

正名封︵天地・日月の類︶同類封︵紅

しますと︑

稲するのであります︒封句の一般を示

と云いまして︑其句を封句又は封聯と

と云うように相封的の語を封語・封偶

扉に︑封句を書いたものを掲げてあり

偶に在るのでありまして︑中園では門

と云うのであります︒律詩の妙味は封

字は︑同韻の字で封を取るのを盛談封

淡の韻字であります︒斯う云う同談の

の平謹陽の韻字で放砿の二字は去謹の

ありまして︑妨律の二字は︑四藍の中

であります︒即ち同韻の字を云うので

あります︒雲韻は納める雲が同じもの

い紙で書いたり︑又は板に彫刻したり

池の類︶など六封があります︒其他八

して︑蝶釧を鍵めた美しいものもあり

ます︒絶句は律詩から派生した詩の一

封法を二十九類に分けてあります︒墜

ます︑之を門封と云いますが秘壁上に

蕊と云うととは字母を同じくするもの

ます︒之を樋聯と濡してへその詩趣を

も椴柱にも封句を掲げてあります︒赤

を連綾して用いる字で︑即ち昔を同じ

賞玩する者が多く︑古来の穏聯には随

ります︒文鏡秘府諭と云う書物には︑

と云っています︒又︑前封後散格︵後

句︒後二句が封になりまして︑至封格

くして韻を異にするものであります︒

分佳い句があります︒正月の封聯を春

柾目の封法や︑九種目の封法などがあ

二句が散句︶や前散後封格などがあり

黄椀の二字は同韻の字ではありません

いてあります︒五言︒六言・七言の封

聯と云って︲めでたい文句を陳べて書

と云うことを見ましても︑絶句に前二

ます︒排律の十二句のものは︑首聯︒

が黄はクワウ︑椀はクワイと溌昔して諺

鰐︵絶句に就いて諸説あるも略します︶

まして︑平灰の粘法は律調の粘法に依

領聯︒頚聯・腹聯・後聯・尾聯となり

カキクヶコのヵ行の昔は同じでありま

柳は韻が異って︑緑は入馨︑柳は上謹

音して︑ラ行の昔でありますが︑緑と

其他種為であります︒︹未完︶

許りでなく︑四六餅麗文のような掛句

るものであります︒︵排律の解読は略す︶

まして︑封語は陰陽二俵に則るもので

封偶というものは︑自然の理法であり

の字であります︒斯弓云う愛馨は墜謹

す︒緑柳の緑はリョク慰柳はリウと稜

あります︒天と云えば︑之に封しまし

の語で封を取るのを墜養封と云うので

︵四︶封句法

て地と云い遮日月と乾坤・風雲と歳月
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ー

弘道詩林
三好凌石選

＠掬月八土︿聖寒蝉大森午︵日立︶

蔑頃金波一葉舟９幕天遥望穿雲鵠︒解除臨水不堪清︒此際

○００○○○○○○００００○○○○○○○○Ｏ○
０００○○
風流誰掬月︒評弓消絶︒悠然自得︒非詩人︒駕能徹此乎︒

＠立秋八十八聖椛翁菅野三郎治︹祁島︶

○○○００○○○︐○○○○○○○００○○００○○

薫風吹誰又新秋︒暦日隈媛不少休︒縦有今年禾穀熟︒和平

○○○○○
未蝿図無憂︒評臼︒詩思超凡︒一結憂幽之情自見︒

＠謝五島畢士見贈蘭

八十四聖江東片口安︵富山︶

瓦盆緑葉帯清風︒正見高標晩節崇︒生在深山幽谷裏︒異香

泡Ｅ︑００○○○○○○○０Ｏ○○○○○○○○○

０○○００
誤入世塵中︒評弓幽而清︒自淵明誤落座銅中之句著想衆︒

＠偶成九土一更如雲慶野庄作︵茨城︶

吾年九十有三身︒天填肋漫此心新︒老翁鍔否君相間︒道是

○Ｏ○○○○○００００○○○○○○○○００○○
○○０○○

吟花噺月人︒評弓措僻浦高︒最見風格︒

一蕊玉笛響秋塞︒除訓穿雲妙且工︒鑑到開山夜辱寂︒龍吟

＠秋夜聞笛八十九聖有隣菅谷徳次郎阜都宮︶
○Ｏ○○○○○○○○○００ＯＯ○○○○○○○○

○○○○○
正在月明中︒評臼︒浦韻亮亮︒筆致亦佳︒

＠一ハ十自涛八十史況堂天野佐一郎景京︶

℃︑︑︑︑︑︑︑℃ｕ︑︑︑︑○○○○○○○ＣＯ

筆硯生涯老此蛎︒年光惟典夢相同．一篇吟稿自稲毒︒白髪
○○○○○
干頭八十翁︒評弓簡撲︒不着自毒自負之語︒高情可想︒

＠書懐水石横江勝美︵横漬︶

○○○○○

Ｉｉ

１１

１１

○○

緑葉椅椅寒不凋︒凌霜冒雲術龍講．裕塵不染清陰在︒砕玉

述ＥＥ℃︑１︐Ｅ脳︑述︑心ＥＯ○○○○○○○○

＠愛竹吟長島亮平︵埼舌

農村喜色催︒評弓戦後迩炭之苦未除．詞意凱切可諏

○○○○○

瀕須天清秋叉同︒豊穣己喜下群来︒堪嘆戦後猶窮苦︒始見

︑心︑地＄︑︑︑殖︑Ⅱ︑芯︑○○○○○００ＯＯ

＠豊穣書感如山片岡佐仲︹千葉︶

守節此心堅９評弓一結言志︒賎見本旨︒

０○○ＯＯ

手締弘道楽陶然︒愛読清篇五十年︒正識諜言高説在︒一生

℃ＥＥＥ︑魁℃︑恥︑恥︑℃︑○○○○○００○○

︑讃弘道有感悪蒲粂坂東太郎︵千葉︶

句蕉︒不失雅趣︒丈山亦雁睦若乎後︒頃者有填姓名子句中而賦者︒
牽弧摘緋︒陥子卑硲︒余曾放鍍︒附記子後︒

龍軒千寓年︒評弓此作用華遁宗匠雅名而賦者︒似詠蓬莱︒字錬

○︑○○○

双鶴飛朔松樹顛︒群蝿溝歩竹漢泉︒鮮雲一帯碧峰秀︒瑞気

︑＠℃Ｅｅ︑︑︑Ⅲ︑℃Ｅ︑︑○０︒○○Ｏ＠．○○

＠篇鶴松軒一秀君作雲石村田一雄︹横漬︶

０○○００
陰萎咽秋風︒評日︒思慕殊切︒風祁如見︒

松杉藷欝餐蒼室︒振杖登肇一路通︒墓下正襟人稽舜︒草間

︑砧Ⅵ︑１︑℃ｂ℃︑ⅢＥ︑迅○００○○○○００

＠展三香先生墓霞粁恥野英治︵千葉︶

︑︑︑︑︑
亦見入謡吟︒評日︒撲茂天成︒一結右雅致︒

紐溌修蓉醍遥唾︒脚栂寿解癖研鋳ｃ鍵錬老︽調龍肇鋤︒高崎

荒張幸吉︵茨城︶

惟慕山将水︒評弓風懐超絶︒僻旨亦佳︒

○○○○Ｏ

酸 辛 多 載 奨 篭 裏 ︒ 欲 擬 蹄 田 無 奮 里 ︒ 誰 識 流 離 一 夢 過 ︒ 窮居

○○００００００○○○○○○ＯＯ○○○○Ｏ

I

葺偉月一香︒評弓結句清遠︒
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i

富貴功名塵事軽︒釜辛雪苦憶詩盟︒秦雲清樹十年夢︒一稗

＠印事桧山箕輪直︵茨城︶

＠竹雨招飲席上分韻得支戯賦

顔色好毒素︒評日︒測側動人︒不椛奉請︒

○○○○○○○００○○００○○○○００００○○

凌石三好寛

竹雨雅契蕊移居子小山街︒一夕曾友︒曾者︑竹雨・香城・

○○○○○
青燈不耐情︒評日︒間淡︒亦是友誼之厚者︒

＠釣魚廉斎小串清一︵横演︶

厘崖・英閑・凌石等五人︒子時昭和七年十一月二十六日也

０○○○○○○００００００○○００○０Ｏ○○○
○００○○
細鱗斜日聴︒評日︒祁師遺跳︒垂釣遼興︒感慨殊深︒

館︒此詩惜不記時日︒安記術予雌忘云︒

水木愚漢︵後改日木下周南︶凌石凡七人︒二香典南畝己指

禽者主人香城及土屋竹雨・作田南畝・細貝香塘・三浦英閑．

＠仁賀保香成招飲席上分祇得支燥甜戯作へ略陳談︶

圧斜側︒椎花香暗龍︒岬除僻多興︒姉筆欲凌案︒

今夜城南含︒俊英詩気雄︒煙生修竹外︒雨歌小川中︒陶石

潮満遡岩波作紋︒日蓮聴昔此離群︒一竿垂釣遺雌上︒庖口

＠謝東翠君兇悪鞭移山寺島慶一︵千葉︶

王裁如船素節長︒故人憐我蒐蕊腸︒山粛夕酌一尊酒︒想見

も芯︑︑泊︑︑殖︑Ｅ︑ｂＥ︑○００○○○○００

夏村田中和︵千葉︶

０○○○○
南塘七月涼︒評日︒三四有致︒自瓶雅惰︒

＠戦後十年有作

修竹凌奇石︒城中花筒逓︒風前揺影庭︒雨後放香時︒甫畝
頻酌酒︒愚渓閑賦詩︒塘蘭英気嚢︒擬典白雲期︒

＠曲室摩瓢乎遊人

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

一粒歯室座︒評日︒三四幣語︒頗有深味︒

穀糧増配果如何︒政策粉粉黛略多︒誕識窮民塗炭苦︒口無

＠自笑凌石三好寛

太虚室裏本来貝︒詩思都従物象新︒狂弄雅言雌救事︒故蒋

少吟侶︒好呼先輩欲篤郵︒

僻典登驚人︒平生自笑才怖伽︒陳套誰知韻格淳︒只嘆逐年

◎前誌正誤一四頁下段牧獲常作牧護︒
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０○○○○○○○○００○○Ｏ◆００○○００○○Ｏ

戦後十年加夢過︒復興途上国難多︒巨頭曾議雄同策︒世界
○００○○
平和果奈何︒評白︒一結高懐豪宕︒

＠遊塩原板室温泉石崖林庸之助︵千葉︶

０○○Ｏ○○○００○○００○○００００○○Ｏ
鞭鞭聴輪走︒仙源樹色時︒窓外望高岳︒下車過碧私︒懸曝
○ＯＯ○○○○００○○○○○○○○Ｏ
水煙散︒激石洪響柵︒投宿先一浴︒只受吟骨済︒

評日︒著筆超併︒風調自消︒

＠秋日偶成松陰力根恭司︵千葉︶

℃Ｌ︑ＥＥ︑＄ＥＥ︑︑︑︑︑○○○００○○００

林野連天倦烏蹄︒間吟植杖侍柴罪︒喬松織晶斜陽外︒一片
＠辿堂先生易賛余得計倉皇赴吊即賦此志哀

０００○○
秋雲群舞飛︒評日︒菩訓亮亮︒不落浮靭︒

珊年花月共清娯︒偏憶伊人徳不孤︒此日帳従棺底舜︒陽陽

竹雨土屋久泰︵東京︶
○○○○○００○○○○００○○○○００００００
I

」
一

一

弘道歌園
割田斧二選

かげ

秀逸○釜埼玉媒石川奈美子
︵初夏の夜の風情︑笠あはれに描かる︺

子供らのうちはあやうくまぬかれて飛べる盤よ光乱しつつ

かげ

○秋月宇都宮菅谷徳雁

拭ふごと夜空高くも清まりて照る月光のほしいま上なり
︹秋の夜の術寂︑月光ほしいま上の表現言ひ得たり︶

佳作○千葉牒菅谷義太郎
○折にふれて松江市平井常・清

校前の師の頒徳碑の周り石並び正せば汗しとど出づ

○展墓爵山脈片口江東

重きもの婚ひし時の掛蕊が子となき加父に似しを意識す
かげ

○長命自讃祁島市菅野三郎治

水をそ典ぎ香華手向ける奥津城にさす夕光のおごそかにし
て

罰を恩ふ

長命のか営みとならば如何ばかりうれしからまし生き申斐

○懲息町議営選の折千葉媒鵜野秀春

○秋草花千葉螺兼坂秀嶺

人皆にえりあけられしぼまれもて心正しくつとめはげめよ

○秋風

八千草の花の盛りを来て見れば鍬諜織守涯う錘や畦れ姉る一

みるからに露おもげなる八束穂の足穂ゆすりて秋風ぞふく

○豊作川越市小名木狂辰

○〃夜猫想東京都岡崎毒市

豊作の日虚つきたれば残らずの古米桃ひてひそかに金にす

○岩岡清平翁を悼みて千葉螺岩佐恭春

川の夜を橡側に出て唯一人思ひふけるは人の世の道

○埼玉螺大久根吐月

教子をこ上だ残して師の大人のなどかくり世にいそぎまし
けむ

○折にふれて新潟螺士田朝男

需ハスに見る赤城榛名は霧覆ひ客語るなく届のみ動く

○埼玉牒石井伊三郎

忙しき大工の業に迫はれつ上歌を怠る我が身恩ほゆ．

○恩師高木香南先生千葉螺金杉茂穂

初秋難戸毎営りて出荷すめば主姉ら打連れ書湯にと通ふ

○折にふれて新潟蝶土田礎一

との師ありて我が故郷に光りあり米毒越えては百とせをな
ほ

歌をよみゑをもかかばやなりはひをいそしむ外のたしみにし
て
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一 ー −

大橋越央子選

八十歳の老も畳えずと豊作の喜びなれば直償は問ぱず

○割田斧二
１
Ｊ

弘道俳壇

蓮の葉に小雨涼しき楼かな

野遊の列乱れがち保蝿せわし

筏師の峯を仰ぐや垂円嵐

秋草は茂れるまょに院の秋

五六本鶏頭立てり秋風裡

︹詩人高島たかしを徳ふ︶

氷噛み録昔綾け逝きし君

新米や十六烏の一初便り

埼玉一宗幸夫子

↑匹
迄＄
闇
斗

山

越央子
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路

嶺翁介月辰

I

越

秀椿良吐狂

香川越路
伊藤丘南
金杉茂穂
原田碧明子

阿伽棚に先租のみたま祭りけり

剛出でていょノー鐘の鐸高し
亡き人を語りふかしぬ魂祭り

○文苑原稿次雅締切十一月十日

Ｏ○︒︒︒

少しづつ老のすさびの曝書かな
壷干やわれに用なきものばかり

○

豊作や瑞穂の園と脚代より

稲を苅るととたのしさよ秋日和
豊年をいばふ太鼓に夜更けたり

秋立つや白衣を乾せるバンガロー

山吹の包む稲田もすでに秋

小名木狂辰

埼玉白︒水

千葉丘南

松江碧明子

川松千千富

富

二庭

千禰越窃川
葉烏後玉越

秀逸
秋草に石た蛍寄せて院の秋
嶋略いて梢の秋を深めけり
秋楽し香取の干潟米どころ
三雲の書斎の日産の花芙蓉
ゆ

川治の温泉寝畳の一と風呂しかと秋

女郎花の黄あざやかに山の汽車

佳作
新凍や藩租しづもる墓どころ
華ばかり太りし鶏頭笑はる上

しづかなる夜の訪れや鉦叩
狭むしろに殻豆跳ねぬ秋日和
一と群れは川原を越すや靖蛤釣り

魚うりの日毎に来るや豊の秋

鴫立て副るる薦の戦ぎ哉
阿繍陀堂松葉を掻けば濡れて居り
風来詐ぱ蚊這火バツと燃え立ちぬ

越江葉葉山

本含棄報

△石坂氏渡米︒財務監督石坂泰三氏は︑生産
性本部倉長として︑打合せのため渡米︑十月

に堪へない・野川女史は故野川箭流氏の夫人

心症のため八月一日逝去諺享年七十三︑哀惜

△野間氏逝去︒特別含貝野間左術子氏は︑狭

十月十六日︵日︶秋季講演倉を附くこととなり

△新川支倉講演倉︒篇山螺新川支念に於ては

は感謝に堆へない︒

は︑特に支部展小心に活躍を続けて居ること

誰力中であるが︑その中の小圃町支部の如き

ては︑六月蕊含式を撃行の後︑酋貝の拡張に

諦ふ︑一︑来愈々員には霊食を呈す︑一︑共

川町西協同組合槙上︑講師は本含より配慮を

一︑期日は十月二十三日︵日曜︶言場所小見

就き報告の後︑秋季総含井に講演含の件に付

館に於て支含役員懇話含州催︑支曾長倉務に

八月九日午前十一時より︑小見川町西公民

支含棄報

で︑夫飛以来本含に封して誰力されること多

本命より講師として特別竹員東京大畢教授法

仙は前川に準し地元役員にて配慮する︑以上

△心友曾支酋の活躍︒山形騨心友念支含に於

下旬蹄幽の議定である︒

別式には割田主事参列弔意を表せり︒

大なるものがあった︒八月五日芝増上寺の告

畢悼士柿田掩雄先生出張︑﹁日ソ交渉の焦鮎ｌ

決定の後登食を共にし懇談をかさね二時散

Ｏ秋田支酋報告

○千葉螺東部麦倉報告

△戸田博士逝く︒特別命員文筆抑士戸田貞三

領土問題について﹂と胆し講演さるることと

解︒

に塊へない︒坤士は減衝撃の椛威者であり︑

なれり・

百九十側秋田支含常含は︑九月四日午後二

△繁田くら子氏逝去︒埼玉螺豊岡支命の女子

含︑河村︑蝋谷︑矢田︑宮野︑寺田︑西田︑

階より矢田氏の御厚意によって同氏宅で州

証含教育にも誰力さるるところ多大なるもの

ったが︑九〃十八日遂に逝去された︑誠に哀

津圃︑船木︑萩原︑村岡︑平津氏等が参集

部代表繁川くら子氏は︑識て荊鋪療養中であ

間は八月八日逝去︑享年七十九戯︑識んで哀

岡保育閑長として誰力耗管され︑今日模範的

悼に堪へない︑氏は三十有除年に瓦って︑豊

△茂木さだ子逝く野田支含︑茂木さだ子刀
悼す︒刀自は野田茂木家の絶本家で︑故柊三

し︑妹尾支含長及含務の近況︑河村氏が本含

などを報告し︑醗谷師︑河村先生より仰教儒

論文募集に唯募して佳作賞を受典されたこと

保育剛に大成され︑証含事業功勢考として藍

年に亙る本曾々員であった︒

二十三日豊岡保育剛にて豊岡町施含加川協議
含葬として坂行はれ︑本含よりも割田主事参

大いに熱諭し五時過ぎ散念した︒︵卒津︶

教の講話あり︑維って冠含道徳などについて

維淡堆を賜はったほどであった︒葬儀は九月

列弔意を表せり︒

△野間氏の芳志︒去る八月一日逝去されし特

へず︒

事業按助費として寄附さる︑御芳志感謝に堪

野川省一氏よりは︑本曾に封し金壷闘同也を

別含貝野間左衛子刀自の七七忌に際し︑刷子

郎氏の夫人︑本曾には明治三十八年以来五十

があった︒識しんで恥意を表す︒

氏は七月三十一日逝去︑享年六十八歳︑哀悼
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一金宣菖回也︵寄附︶

東京都野間行一
○富山綴新川支含講演含
︵十月十六日︶

△日ソ交渉の焦織・領土問題

法峯博士植田捷雄
○千葉螺東部支含講演倉
︵十月二十三日︶

△新生活運動について

前樹山大畢長鳥山喜一
○評議員倉・含員談話含
︵十月二十九日︶

文部省調査局長幅田
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○編韓後記

ことである︒

１１

○本年の夏は︑稀に見る暑さで︑誠に凌ぎ難
いことでした︑が併し高温多照に不作はない
といはるるやうに︑大豊作が溌想されること
は︑兎角絡職来陰群つ萱営であった我が図に
あっての朗報であって︑何となく仙の中が幾
らかでも明るくなった思ひです︒
○とは言うものの︑これで何も彼も吹営飛ん
だといふ課ではなく︑思へぱ政治も︑教育も
羅涛も︑施行も多事多難で︑決して豊作踊り
に酔ってばかりも居られません︒そこで豊作
に力を得てお互に風家の正しい建設に努めね
ばと︑秋の活躍期を迎へて切に思はせられる
○本雅は教育や愛凹の問題を始め︑百年祭に
因む二寓尊徳︑及び鈴木元首相とか︑歌人小
林泉︑文人大橋乙羽といった傑れた先人を偲
ぶものを以て誌上が埋まりました︒物思はる
る秋の夜の燈下︑先人を偲ぶことは意義ある
ことと思ひます︒

○維職こふに十年︑その常時を顧みるとき︑
今更に人心の復興が思はれます︑この事を老
へますと︑道義の面でも︑徒らに今日見るも
の開くものすべて悲瀕されますものの︑忍耐
弧く︑一歩一歩と建設に努むるとき︑途には
その没も翠るだらうことを信ぜずには居られ

ません︒切に倉員諸氏の御自愛を斬りま
す︒

弘道責債一冊金参拾回也

弘道曾入曾手績

一ケ年曾費金百試拾目を挑込み入舎の手績

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

同封入の方に送付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

本曾編脚部へ御相談を乞ふ︒
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